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画像を使いこなす

画像を表示する
I FOMA端末では、JPEG形式やGIF形式の画像、Flash
画像を表示できます。

1 me51eフォルダを選択
･ マイピクチャの各フォルダの内容は次のとお
りです。
カメラ：
カメラやキャラ電で撮影した画像、動画／ｉモー
ションから切り出した静止画
ｉモード：
サイトやｉモードメール、ｉアプリから取得し
た画像、ミュージックプレイヤーで保存した画
像
デコメピクチャ：
お買い上げ時に登録されている画像（→P407）、
サイトやｉモードメールから取得した画像、バー
コードリーダーで読み取った画像
デコメ絵文字：
お買い上げ時に登録されている画像（→P413）、
サイトやｉモードメールから取得した、画像サ
イズが20×20、ファイルサイズが90Kバイト
以内の画像
アイテム：
お買い上げ時に登録されている画像（→P406）、
サイトからダウンロードしたアイテム画像
プリインストール：
お買い上げ時に登録されている画像→P405
データ交換：
バーコードリーダーで読み取った画像、microSD
メモリーカードから移動またはコピーした画像、
データ通信で受信した画像
マイアルバム：
他のフォルダから移動した画像
･ アルバムを作成すると表示されます。
→P318

■microSDメモリーカードの画像一覧に切り替
える：マイピクチャのフォルダ一覧でt
microSDメモリーカードの操作方法→P312

2 表示する画像にカーソルを合わせる
カーソル位置のファイルの表示名と画像の詳細
を示すマークが表示されます。

･ マークの意味は次のとおりです。
a取得元

：プリインストール
：ｉモード ：カメラ
：フレーム、スタンプ
：データ交換 ：キャラ電

b画像の種類
表示なし：静止画
：パラパラマンガ
：GIFアニメーション／Flash画像

cファイル形式
表示なし：パラパラマンガ
：GIF画像／GIFアニメーション
：JPEG画像
：SWF（Flash画像）

dファイル制限
（青） ： ファイル制限なし
（グレー） ： ファイル制限あり

･ サムネイル表示の場合は、カーソル位置の画像
の画像サイズとファイルサイズが表示されま
す。
･ FOMAカード動作制限機能が設定されている画
像は、サムネイル表示では で表示されます。
･ tを押すたびにサムネイル表示とリスト表示
が切り替わります。

■画像をメールに添付する：送信する画像に
カーソルを合わせてa
選択した画像が添付されているメール作成画
面が表示されます。
メールに添付できる画像→P217
･選択した静止画のファイルサイズが90Kバ
イトより小さい場合は、本文へ貼り付けるか
どうかの確認画面が表示されます。「はい」
を選択するとメール本文へ貼り付けられま
す。
･選択した静止画の画像サイズやファイルサ
イズによっては、待受サイズへの変換の確認
画面が表示されます。→P218

3 g［選択］を押す
画像表示画面では、画像の表示名とコメントが表
示されます。

･ tを押すと全画面表示に切り替わります。元
の表示に戻すときはc、m、t、p、
aのいずれかを押します。
･ jを押すと、前後の画像に切り替わります。

c da b

サムネイル表示 リスト表示

a cdb

コメント表示名

t

c

画像番号／件数
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■GIFアニメーション、パラパラマンガ、Flash
画像：
表示すると、自動的に再生されます。
･再生中は次の操作ができます。
g：一時停止／再生
p：スロー再生（パラパラマンガの一時停

止中のみ）
m7：リトライ（先頭から再生）
t：全画面表示

お知らせ
お知らせ

･画像サイズの横が241ドット以上、または縦が321ドッ
ト以上のときは、画像一覧で表示する画像にカーソルを
合わせてm0を押すと等倍表示され、kで画像を
スクロールできます。画像表示画面でgを押しても等倍
表示されます。
･画像サイズが横240×縦320に収まらない画像を全画
面表示すると、横サイズと縦サイズの比率によって、横
や縦に自動的にスクロールしながら表示されます。g
を押してスクロールの一時停止／再開を切り替えられ
ます。

スライドショーを表示する
＜スライドショー＞

フォルダ内にある画像を全画面表示で順番に表示し
ます。
I 表示する順番や速度は変更できます。→P293

1 me51eフォルダにカーソルを
合わせてme5
スライドショーが始まります。
･ すべての画像の表示が終わるとフォルダ一覧
に戻ります。
･ 途中で終了するときはcを押します。

お知らせ
･動作設定の効果音再生を「あり」に設定していても、ス
ライドショーでは効果音は再生されません。

画像を待受画面や電話帳などに設定する

〈例〉待受画面に設定するとき

1 me51eフォルダを選択e設定
する画像にカーソルを合わせてme
2

2 1e「はい」を選択
･ 画像サイズが240×320より小さくて、拡大
表示できる画像の場合は、等倍表示または拡大
表示に設定できます。
･ すでにｉアプリ待受画面が設定されている場合
は、続けてｉアプリ待受画面を解除するかどう
かの確認画面が表示されます。

■電話帳に新規登録する：2を押す
電話帳登録→P91

■すでに登録されている電話帳に更新登録する：
3e更新する電話帳データを選択

■電話発着信画像に設定する：4e1ま
たは2

■テレビ電話の発着信画像や代替画像、保留画
像などに設定する：5e1～7
･画像サイズが176×144より大きい画像、
およびFOMA端末外に出力不可の画像は、
発信画像と着信画像のみ設定できます。

■メール送受信画像、メール着信結果画像、問
合せ画像に設定する：6e1～4
･メール送受信画像に設定した画像は、メッ
セージR/F、SMSを送受信したときにも表
示されます。

■メニューアイコンに設定する：7または
8e1～0
選択した画像がアイコンデザインの「カスタ
ム1」または「カスタム2」のメニューアイコ
ンに設定されます。
･パラパラマンガ、Flash画像、アイテム画像
はメニューアイコンに設定できません。

お知らせ
･待受画面や電話帳に設定している画像を削除すると、そ
れぞれの画像はお買い上げ時の設定に戻ります。

パラパラマンガを作成する

同じフォルダ内の静止画を複数選択してパラパラマ
ンガを作成します。
I 最大6枚の静止画を設定できます。
I カメラで連続撮影した画像も、パラパラマンガの形
式で保存されます。→P166

I GIFアニメーション、パラパラマンガ、Flash画像、
および画像サイズが640×480より大きい静止画
は、パラパラマンガに登録できません。

I パラパラマンガに登録した静止画は、個別に表示し
たり編集したりできなくなります。

1 me51eフォルダを選択

2 me41

■パラパラマンガを解除する：解除するパラパ
ラマンガにカーソルを合わせてme4
2
選択したパラパラマンガが1枚ずつの静止画
に戻ります。

次ページへつづくe
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3 パラパラマンガに登録する画像を選択
選択した順に画像の上に ～ の番号が表
示されます。

･ tを押すたびにサムネイル表示とリスト表示
が切り替わります。

■すべての選択を解除する：mを押す

4 pe表示名を入力ep［登録］
画像一覧にパラパラマンガの最初のコマが表示
され、 と表示名が表示されます。
･ 表示名は全角・半角を問わず最大36文字入力
できます。

静止画を編集する
I 編集項目と編集可能な最大画像サイズは次のとお
りです。

I 次の画像は編集できません。
- GIFアニメーション、パラパラマンガ、Flash画像、
「アイテム」「プリインストール」フォルダ内の画像
- メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されて
いる静止画（自端末でファイル制限を「あり」に
設定した静止画を除く）
- 縦横のどちらかのサイズが8ドットより小さい静
止画
- microSDメモリーカードに保存されている静止画

I 編集した静止画をパソコンなどで表示した場合、
FOMA端末で透過表示されていた部分は白く表示
されます。

1 me51eフォルダを選択e編集
する静止画にカーソルを合わせてpe
m

2 編集項目を選択e静止画を編集

3 編集が終わったらge「保存」を選択
編集した静止画が同じフォルダ内に新しい静止
画として保存されます。
･ 編集した静止画の画像サイズが20×20でファ
イルサイズが90Kバイト以内の場合は、「デコ
メ絵文字」フォルダに保存されます。
･ フレームまたはスタンプ用の画像として保存
するときは、「フレーム・スタンプ用」を選択
します。

お知らせ
･画像サイズが240×320より大きい場合は、編集時に
は縮小表示されます。ただしスタンプ貼付、テキスト貼
付、拡大または縮小の場合は等倍で表示されます。
･編集後、静止画のファイルサイズが大きくなる場合があ
ります。
･保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超え
るときは、削除するかどうかの確認画面が表示されま
す。保存する場合は、画面の指示に従って保存されてい
る画像を削除してください。

サイズを変更する

静止画を拡大または縮小したり、特定のサイズに変更
したりします。
I 静止画のサイズを変更すると、画質が劣化する場合
があります。

〈例〉静止画を指定したサイズに変更するとき

1 編集メニュー画面で1

編集項目 編集可能な
最大画像サイズ（ドット）

サイズ変更 1728×2304
（拡大／縮小は352×288）

切出し 1728×2304
（範囲指定の場合は1224×1632）

明るさ／色調 352×288
効果 240×320
反転／回転 480×640
フレーム 352×288
スタンプ貼付 352×288
テキスト貼付 352×288
切抜き 240×320
サイズ制限
保存

1728×2304
（メール添付用（小）は480×640）

補正 352×288

編集メニュー画面

･ 1～0の操
作
→P288～P292
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2 1～9

･ 指定したサイズと静止画の縦横比が異なる場
合は、サイズ枠が表示されます。kを押して
サイズ枠の位置を調整し、gを押すと、サイ
ズ枠で囲まれた部分が指定したサイズに変更
されます。
･ 縦横比を無視して静止画を指定したサイズに
収める場合は、mを押します。
･ 縦横比を保持したまま静止画を指定したサイ
ズに収める場合は、pを押します。

■静止画のサイズを拡大／縮小する：
a0ehでサイズを拡大または縮小
縦横比を保持したまま、5%ずつ拡大また
は縮小します。画面の右上には拡大または
縮小後の画像サイズと、拡大または縮小率
が表示されます。

･mを押すと20%ずつ縮小、pを押す
と20%ずつ拡大します。
･横縦（または縦横）のサイズは352×288
まで拡大できます。
･縦横のどちらかのサイズが8ドットになる
まで縮小できます。

bgを押す
静止画が拡大または縮小され、静止画編集
画面に戻ります。

任意のサイズに切り出す

静止画を特定のサイズ、または任意のサイズに切り出
します。
I 16×16より小さい画像は切り出しできません。

〈例〉特定のサイズに静止画を切り出すとき

1 編集メニュー画面で2

2 1～9ekで切り出し枠の位置を
調整

･ pを押すたびに切り出し枠の縦横が切り替わ
ります。
･ tを押すたびに切り出しサイズが切り替わり
ます。
･ 切り出す範囲を指定するには、mを押します。

■範囲を指定して静止画を切り出す：
a0を押す
範囲指定枠が点線で表示され、範囲指定枠
の左上に が表示されます。

bkで始点を決めてg
範囲指定枠の左上の位置が設定され、範囲
指定枠の右下に が表示されます。

ckで終点を決めてp
切り取り範囲が決定され、範囲指定枠が実
線で表示されます。この状態でkを押し、
範囲指定枠を移動できます。

3 g［切出し］を押す
選択したサイズまたは指定した範囲で静止画が
切り出され、静止画編集画面に戻ります。

サイズが変更され、静止
画編集画面に戻ります。
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明るさと色調を変更する

〈例〉明るさを調整するとき

1 編集メニュー画面で3

2 1ehで明るさを調整

■色調をモノトーンまたはセピアにする：
2または3
色調が変更され、静止画編集画面に戻ります。

3 g［決定］を押す
明るさが変更され、静止画編集画面に戻ります。

特殊な効果をかける

1 編集メニュー画面で4e1～6
静止画に特殊な効果がかかり、静止画編集画面に
戻ります。
ぼかし：
画像をぼかします。

球面：
中心から球面状に盛り上がっているような効
果をかけます。

エンボス：
鉛色にし、凸凹を強調します。

うずまき：
中心から渦状に回転させたような効果をかけ
ます。

きらきら：
きらきら光っているようなマークを入れます。

モザイク：
モザイクをかけます。

反転／回転させる

1 編集メニュー画面で5ekで静止画を
反転または回転させる
･ 左回りまたは右回りに90度回転させるには、

mまたはpを押します。

2 g［決定］を押す
静止画編集画面に戻ります。

フレームを重ねる

お買い上げ時に登録されているフレームや、サイトか
らダウンロードしたフレームを静止画に重ねます。
I お買い上げ時に登録されているフレーム以外にも、
他の静止画をフレーム候補に設定することもでき
ます。→P320「データの詳細情報を変更する」、
P322「表示項目と変更可否一覧」の「フレーム候
補」

I お買い上げ時に登録されているフレーム→P406

1 編集メニュー画面で6
編集している静止画と同じサイズのフレームが
表示されます。

･ 詳細情報変更でフレーム候補として設定した
画像は、編集している静止画のサイズと異なっ
ていても表示されます。→P320

2 フレームを選択

3 フレームを重ねた画像を確認して
g［選択］

一段階ずつ明るさが増減
します。
･ 明るさを最大にするに
はpを押します。
･ 明るさを最小にするに
はmを押します。

フレーム名

静止画編集画面に戻りま
す。
･ フレームを切り替える
にはjを押します。
･ フレームを180度回転
させるにはmを押し
ます。
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スタンプを貼り付ける

お買い上げ時に登録されているスタンプや、サイトか
らダウンロードしたスタンプを静止画に貼り付けま
す。
I お買い上げ時に登録されているスタンプ以外にも、
他の静止画をスタンプ候補に設定することもでき
ます。→P320「データの詳細情報を変更する」、
P322「表示項目と変更可否一覧」の「スタンプ候
補」

I お買い上げ時に登録されているスタンプ→P409

1 編集メニュー画面で7
編集している静止画より小さいサイズのスタン
プが表示されます。

･ 詳細情報変更でスタンプ候補として設定した
画像と、お買い上げ時に登録されているスタン
プは、編集している静止画のサイズより大きく
ても表示されます。→P320

2 スタンプを選択
選択したスタンプが画面の中央に表示されます。

3 kでスタンプを貼り付ける位置を調整し
てg

4 p［登録］を押す
貼り付けたスタンプが合成され、静止画編集画面
に戻ります。

テキストを貼り付ける

1 編集メニュー画面で8e下記の各項目
を選択して設定
テキスト：
貼り付けるテキストを入力します。
･ 全角で最大20文字、半角で最大40文字入
力できます。

文字の種類：
テキストの種類を設定します。

文字のサイズ：
テキストのサイズを設定します。

文字色：
テキストの色を設定します。

文字縁取り色：
テキストの縁取りの色を設定します。

背景色：
テキストの背景色を設定します。

貼り方：
テキストの貼り付けかたを設定します。

2 pを押す
設定したテキストが画面の中央に表示されます。
･ 貼り方を「一字ごと」に設定した場合は、最初
の文字が画面の中央に表示されます。

3 kで文字を貼り付ける位置を調整してg

･ 続けて別の位置にテキストを貼り付けられま
す。
･ 貼り付けたテキストをすべて消去するにはm
を押します。
･ 貼り方を「一字ごと」に設定した場合は、g
を押すたびに1文字ずつ貼り付けられます。最
後の文字を貼り付けると、最初の文字がもう一
度表示されます。

4 p［登録］を押す
静止画編集画面に戻ります。

任意の部分を切り抜く

選択した色と近似している部分を切り抜きます。

1 編集メニュー画面で9
画面の中央に切り抜く色を指定する が表示
されます。

スタンプ名

効果音が鳴り、スタンプ
が貼り付けられます。
･ 続けて別の位置にスタ
ンプを貼り付けられま
す。
･ 貼り付けたスタンプを
すべて消去するには
mを押します。

効果音が鳴り、テキスト
が貼り付けられます。

次ページへつづくe
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2 kで切り抜く色に を合わせてg
の位置の色と近似している部分が切り抜か

れます。

･ 続けて別の部分の切り抜きができます。

3 p［登録］を押す
静止画編集画面に戻ります。

ファイルサイズを制限して保存する

1 編集メニュー画面で0e1または
2
メール添付用（小）は90Kバイト以内、メール
添付用（大）は2Mバイト以内で、同じフォルダ
に新しい静止画として保存されます。
･ サイズが480×640より大きい静止画は、
「メール添付用（小）」に設定できません。

明るさや色のバランスを補正する

1 me51eフォルダを選択e補正
する静止画にカーソルを合わせてpe
p
静止画補正モードになり、画面の右上に現在の補
正モードが表示されます。

2 jで補正モードを選択
静物：
静物や植物などの静止画を適切に補正します。

背景：
背景を適切に補正します。

風景：
風景画像に明るさや色のメリハリを出します。

美肌：
人物画像の肌を白くなめらかに表現します。

日焼け：
人物画像の肌を小麦色に表現します。

青ざめ：
人物画像の肌を青ざめたように表現します。

酔っ払い：
人物画像の肌を赤らめたように表現します。
･ 補正効果を調整するにはhを押します。
･ 補正効果を調整範囲いっぱいにするにはtま
たはaを押します。
･ mを押して1～7を押しても、補正
モードを選択できます。

3 g［決定］を押す
静止画編集画面に戻ります。

お知らせ
･静止画によっては、明るさや色のバランスを補正しても
状態があまり変化しない場合があります。

静止画をお預かりセンターに保存する
＜電話帳お預かりサービス＞

電話帳お預かりサービスを利用して、データBOXの
マイピクチャに保存してある静止画をネットワーク
上のお預かりセンターに保存します。万一紛失や水濡
れなどでFOMA端末に保存したデータが消失しても、
ｉモードで操作することにより、お預かりセンターに
預けている保存データを新しいFOMA端末に復元で
きます。
I 本サービスはお申し込みが必要な有料サービスで
す。サービス未契約の場合は、お預かりセンターに
接続しようとすると、その旨をお知らせする画面が
表示されます。

I １件あたりのサイズが100Kバイトを超える静止画
は保存／復元できません。

I １回の操作で最大10件保存できます。
I 復元操作の詳細は『ご利用ガイドブック（ｉモード
＜FOMA＞編）』をご覧ください。

I お預かりセンターに保存した履歴を確認できます。
→P106

1 me51eフォルダを選択

2 me56e保存する静止画を選択

3 pe「はい」を選択e認証操作
お預かりセンターに接続され、保存が始まりま
す。
･ 保存を中止するときはgを押します。

4 通信結果を確認する
･ 通信結果の表示は約5秒後に自動的に消えます。

gを押しても表示を消すことができます。

お知らせ
･マイピクチャの「アイテム」「プリインストール」フォ
ルダ内のデータは選択できません。
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動作設定

画像の動作条件を設定する

1 me51eme4e下記の各
項目を選択して設定ep［登録］
一覧の画像表示：
画像一覧で画像表示をするかどうかを設定し
ます。「あり」にするとサムネイル表示に、「な
し」にするとリスト表示になります。

タイトル表示：
画像表示画面で表示名を表示するかどうかを
設定します。

番号表示：
画像表示画面でフォルダ内またはアルバム内
での件数と総件数を表示するかどうかを設定
します。

コメント表示：
画像表示画面でコメントを表示するかどうか
を設定します。

小さい画像の拡大：
表示領域より小さい画像を表示したとき、画像
の縦横比を保持したまま表示領域いっぱいに
拡大表示するかどうかを設定します。ただし、
全画面表示では拡大表示されません。

大きい画像の縮小：
表示領域より大きい画像を表示したとき、画像
の縦横比を保持したまま表示領域に合わせて
縮小表示するかどうかを設定します。「なし」
に設定しても、全画面表示では縮小表示されま
す。

効果音再生：
画像を表示したとき、画像に設定されている効
果音を再生するかどうかを設定します。

全画面時の自動スクロール：
全画面表示したときに画像が画面に表示しき
れない大きさの場合、自動的にスクロールする
かどうかを設定します。

スライドショーの切替え速度：
スライドショーの表示速度を設定します。

スライドショーのランダム表示：
スライドショーの表示順をランダムにするか
どうかを設定します。

お知らせ
･画像一覧、画像表示画面から操作する場合は、mを押し
「動作設定」を選択します。

動画／ｉモーションを使いこなす

動画／ｉモーションを再生する
I FOMA端末では、次の形式の動画／ｉモーションを
再生できます。

I 画像サイズが48×48～320×240の動画／ｉモー
ションを再生できます。

1 me53eフォルダを選択
･ ｉモーションの各フォルダの内容は次のとおり
です。
カメラ：

カメラやキャラ電で撮影した動画、動画から切
り出した動画、動画メモ、サウンドレコーダー
で録音した音声
ｉモード：

サイトやｉモーションメールから取得した
ｉモーション、ｉモーションから切り出した
ｉモーション、microSDメモリーカードから
移動したコンテンツ移行対応のｉモーション
プリインストール：

お買い上げ時に登録されている動画→P406
データ交換：

microSDメモリーカードから移動／コピーし
た動画／ｉモーション（コンテンツ移行対応の
ｉモーション以外）、データ通信で受信した動
画／ｉモーション
マイアルバム：

他のフォルダから移動した動画／ｉモーショ
ン
･ アルバムを作成すると表示されます。
→P318

■microSDメモリーカードのフォルダを選択す
る：ｉモーションのフォルダ一覧でt
microSDメモリーカードの操作方法→P312

お買い上げ時 一覧の画像表示：あり
タイトル表示：あり  番号表示：あり  コメント表示：あり  
小さい画像の拡大：なし  大きい画像の縮小：あり  
効果音再生：あり  全画面時の自動スクロール：あり
スライドショーの切替え速度：普通　
スライドショーのランダム表示：なし

ファイル形式
（拡張子） 符号化形式

MP4
（MP4、3GP）

映像 MPEG4、H.263
音声 AMR、AAC

ASF
（ASF）

映像 MPEG4
音声 G.726

次ページへつづくe
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2 再生する動画／ｉモーションにカーソル
を合わせる
ファイルの表示名と詳細を示すマークが表示さ
れます。

･ マークの意味は次のとおりです。
a取得元

：プリインストール ：ｉモード
：カメラ ：データ交換
：キャラ電 ：テレビ電話

b再生制限
：再生制限なし ：回数制限あり
：期限制限あり ：期間制限あり

cファイルの種類
（白）：MP4
（青）：しおり付きMP4
（白）：ASF※

（青）：しおり付きASF※

※ ASFファイルは、microSDメモリーカー
ドに保存されているもののみ再生できま
す。

d ファイル制限
（青） ： ファイル制限なし
（グレー） ： ファイル制限あり

･ サムネイル表示の場合は、カーソル位置の動画／
ｉモーションの画像サイズとファイルサイズが
表示されます。
･ tを押すたびにサムネイル表示とリスト表示
が切り替わります。
･ サウンドレコーダーで録音した音声、音声のみ
の動画／ｉモーション（歌手の歌声など映像の
ないｉモーション）は、サムネイル表示では
で表示されます。

･ FOMAカード動作制限機能が設定されている動
画／ｉモーションは、サムネイル表示では で
表示されます。

■動画／ｉモーションをメールに添付する（ｉモー
ションメール）：送信する動画／ｉモーション
にカーソルを合わせてa
選択した動画／ｉモーションが添付されてい
るメール作成画面が表示されます。
メールに添付できる動画／ｉモーション
→P217

3 g［選択］を押す
再生中の動画／ｉモーションの下に再生状態や
動画／ｉモーションの種類などを示すマークが
表示されます。

･ しおりを設定した動画／ｉモーションの場合は、
しおりの位置から再生するかどうかの確認画面
が表示されます。「はい」を選択すると、しおり
の位置から再生され、「いいえ」を選択すると、
先頭から再生されます。
･ マークの意味は次のとおりです。

a再生音量
現在の音量を示します。

b再生状態
：再生中 ：停止中
：一時停止中

cファイルの種類
：音声のみ ：音声＋映像
：テキストのみ
：映像＋テキスト
：映像のみ
：音声＋映像＋テキスト
：音声＋テキスト

d拡大／縮小表示
：拡大表示中 ：縮小表示中

e再生時間
現在の再生時間と総再生時間を数字とバー
で示します。

･ 動画／ｉモーションの再生中は次の操作ができ
ます。
g：一時停止／再生／先頭から再生（停止中）
r：早送り再生
l：巻き戻し再生
j／サイドキー［▲▼］：音量調整
p：停止
c：一覧画面に戻る

■しおりを設定する：再生中にしおりを設定す
る場面でte「はい」を選択
･解除するときは、再生を停止させてからt
を押します。
･しおりは、データBOX内のｉモーションから
再生したとき、microSDメモリーカードから
再生したとき、動画撮影画面でp（一覧）を
押して再生したときに設定できます。ただし、
再生制限が設定されているｉモーションには
設定できません。

サムネイル表示 リスト表示

cdabc da b a

ec

b

d
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■表示の縦横を切り替える：*を押す
･*を押すたびに動画／ｉモーションの表
示の縦横が切り替わります。
･テロップが挿入されている動画／ｉモーショ
ンを横再生に切り替えた場合、テロップは表
示されず、テロップが挿入されていることを
示す が表示されます。

お知らせ
･他のアプリケーションの影響により、動画／ｉモーショ
ンの保存時にサムネイル画像を取得できない場合があ
ります。そのような動画／ｉモーションは、サムネイル
表示では で表示されます。

ｉモーションに再生制限が設定されている
とき

ｉモーションに再生制限が設定されている場合は、再
生を開始する前に確認画面が表示されます。再生制限
の種類と確認する内容は次のとおりです。
回数制限

期限制限

期間制限

I 残り再生回数、再生期限、再生期間は詳細情報参照
で確認できます。

I 日付・時刻を変更しても、再生制限の期限や期間は
変更できません。

動画／ｉモーションを待受画面や電話帳
などに設定する

I 音声のみの動画／ｉモーション（歌手の歌声など映
像のないｉモーション）、再生制限が設定されてい
るｉモーション、画像サイズが320×240より大
きいｉモーションは待受画面に設定できません。

I 着信音、着信画像、電話帳に設定できるのは、画像
サイズがSub-QCIF（128 ×96)、またはQCIF
（176×144）の動画／ｉモーションです。ただ
し、着信画像と電話帳に設定できるのは映像のみの
動画／ｉモーションです。

I 着信音および着信画像に設定できるのは、詳細情報
の着信音設定および着信画面設定が「可」になって
いる動画／ｉモーションのみです。ただし、次の動
画／ｉモーションは設定できません。
- 赤外線通信／iC通信やデータリンクソフトなどを
使用してパソコンや他のFOMA端末に転送して
から、もう一度FOMA端末本体に戻したもの
- コンテンツ移行対応のｉモーション以外で、
microSDメモリーカードから、FOMA端末本体
にコピーまたは移動したもの（FOMA端末本体か
らmicroSDメモリーカードにコピーまたは移動
してから、もう一度FOMA端末本体にコピーまた
は移動したものを含む）

〈例〉待受画面に設定するとき

1 me53eフォルダを選択

2 設定する動画／ｉモーションにカーソル
を合わせてme2

3 1e「はい」を選択
･ 拡大表示できる動画／ｉモーションの場合は、
等倍表示または拡大表示に設定できます。
動画／ｉモーションを待受画面に設定したと
きの動作→P121

■電話帳に新規登録する：2を押す
電話帳登録→P91

■すでに登録されている電話帳に更新登録する：
3e更新する電話帳データを選択

■着信音に設定する：4e1～6

■メモリ指定着信音（電話、メール）に設定する：
a4e7または8
b設定する電話帳データを選択e内容を確認
してp

■着信画像（音声電話、テレビ電話）／メール着信
結果画像に設定する：5e1～3

状　態 確認内容
再生回数
残あり

「あと×回（×／総再生回数）再生可能です。
再生しますか？」と表示されます。

規定回数
再生済み

「再生可能回数が終了しました。削除します
か？」と表示されます。

状　態 確認内容
期限内 「年/月/日 時:分まで再生可能です。再生し

ますか？」と表示されます。
期限後 「再生可能期限が切れました。削除します

か？」と表示されます。

状　態 確認内容
期間内 「年/月/日 時:分～年/月/日 時:分まで再生

可能です。再生しますか？」と表示されま
す。

期間前 「再生可能日前です。再生できません」と表
示されます。gを押すと、動画／ｉモー
ション一覧に戻ります。

期間後 「再生可能期限が切れました。削除します
か？」と表示されます。
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動画／ｉモーションを編集する
静止画の切り出しや任意の範囲の切り出しなど、ｉモー
ションに保存されている動画／ｉモーションを編集し
ます。
I 編集できる動画／ｉモーションは次のとおりです。
- 自端末で撮影した動画
- 自端末で撮影した動画以外の動画／ｉモーション
で、ファイル制限がないもの

I 再生制限付きのｉモーション、お買い上げ時に登録
されている動画／ｉモーションは編集できません。
また、ASF形式の動画などファイルの形式などによ
り編集できない動画／ｉモーションがあります。

I 編集中に動画／ｉモーションを再生したときのマー
クの意味とキー操作→P294「動画／ｉモーション
を再生する」操作3

静止画を切り出す（キャプチャ）

動画／ｉモーションの再生中に任意の位置を指定し、
静止画として切り出し（キャプチャ）します。
I 切り出した静止画の画像サイズは、動画／ｉモーショ
ンの再生サイズになります。

I テロップはキャプチャした静止画に表示されませ
ん。

1 me53eフォルダを選択eキャ
プチャする動画／ｉモーションを選択
選択した動画／ｉモーションが再生されます。

2 再生中の任意の位置でme3
･ 切り出しの操作をやり直すときは、cまた
はmを押します。

3 画像を確認してp［保存］
キャプチャした静止画が、マイピクチャ内の「カ
メラ」フォルダに保存されます。

■キャプチャした静止画をメールに添付する：
aを押す
キャプチャした静止画がマイピクチャ内の
「カメラ」フォルダに保存され、キャプチャし
た静止画が添付されているメール作成画面が
表示されます。
･キャプチャした静止画のファイルサイズが
90Kバイト以内の場合は、本文へ貼り付け
るかどうかの確認画面が表示されます。「は
い」を選択するとメール本文へ貼り付けられ
ます。

動画／ｉモーションを切り出す

動画／ｉモーションを先頭から任意の位置まで切り
出します。

1 me53eフォルダを選択e切り
出す動画／ｉモーションにカーソルを合
わせてme41
選択切り出しモードになり、再生時間の下に
が表示されます。
･ 切り出す動画／ｉモーションにテロップが挿入
されている場合、テロップが削除される可能性
がある旨を通知する画面が表示されます。「は
い」を選択すると、選択切り出しモードになり
ます。このとき、切り出す位置によっては、テ
ロップが消去される場合があります。

2 ge切り出す位置でg

･ 切り出しの操作をやり直すときはcを押し
ます。
･ 動画の再生中に切り出しを中断するときはm
を押します。
･ 動画／ｉモーションをgを押さずに最後まで
切り出したときは、自動的に切り出しを終了
し、終点がファイルの最大サイズより約1000
バイト小さい位置に設定されます。

■切り出しサイズの上限を設定する：
･切り出し元のファイルサイズが500Kバイト
より大きいときのみ設定できます。

agを押す前にme「メール添付用（小）」
（500Kバイト）、「メール添付用（大）」
（2038Kバイト）、「設定なし」（切り出し
元の動画のファイルサイズ）を選択
･切り出し中のファイルサイズが設定した
切り出しサイズの上限に達したときは、自
動的に切り出しを終了します。
･切り出し元のファイルサイズが2038Kバ
イトより大きい場合は、「設定なし」に設
定できません。また、切り出ししようとし
た場合は、上限の設定に関わらず2038K
バイトで自動的に切り出しを終了します。

･ 続けてキャプチャする
には、gを押して再生
を再開してから、操作
2～3を繰り返します。

現在のファイルサイズ／
最大ファイルサイズ
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3 表示名を入力ep［保存］
切り出した動画／ｉモーションは、新しいデータ
として元の動画／ｉモーションと同じフォルダ
に保存されます。
･ 表示名は全角・半角を問わず最大36文字入力
できます。

■切り出した動画／ｉモーションを再生する：
tを押す

■切り出した動画／ｉモーションをメールに添付
する：aを押す
元の動画／ｉモーションと同じフォルダに保
存され、切り出した動画／ｉモーションが添
付されているメール作成画面が表示されま
す。

ファイルサイズを指定して切り出す

動画／ｉモーションを先頭から指定したファイルサ
イズまで切り出します。
I 指定できるファイルサイズは10K～2038Kバイト
です。

I 指定できるファイルサイズの上限は、切り出す動画／
ｉモーションにより異なります。

1 me53eフォルダを選択e切り
出す動画／ｉモーションにカーソルを合
わせてme42
･ 切り出す動画／ｉモーションにテロップが挿入
されている場合、テロップが削除される可能性
がある旨のメッセージが表示されます。「はい」
を選択すると、サイズ切り出しモードになりま
す。このとき、切り出す位置によっては、テロッ
プが消去される場合があります。

2 切り出すサイズを入力
指定したファイルサイズで動画／ｉモーション
が切り出されます。

■メール添付のサイズで切り出しサイズを設定
する：
･切り出し元のファイルサイズが500Kバイト
より大きいときのみ設定できます。

aサイズ切り出しの画面でme「メール添付
用（小）」（500Kバイト）、「メール添付用
（大）」（2038Kバイト）を選択
･「メール添付用（小）」に設定すると「500」
が、「メール添付用（大）」に設定すると
「2038」が、切り出しサイズに自動的に
設定されます。

3 表示名を入力ep［保存］
切り出した動画／ｉモーションは、新しいデータ
として元の動画／ｉモーションと同じフォルダ
に保存されます。
･ 表示名は全角・半角を問わず最大36文字入力
できます。

■切り出した動画／ｉモーションを再生する：
tを押す

■切り出した動画／ｉモーションをメールに添付
する：aを押す
元の動画／ｉモーションと同じフォルダに保
存され、切り出した動画／ｉモーションが添
付されているメール作成画面が表示されま
す。

テロップを挿入する

動画／ｉモーションには文字情報（テロップ）を挿入
できます。
I テロップは最大10個挿入できます。ただし、テロッ
プを挿入する動画／ｉモーションによっては10個
より少なくなる場合があります。

I テロップを挿入すると、着モーションに設定できな
くなります。

1 me53eフォルダを選択eテ
ロップを挿入する動画／ｉモーションに
カーソルを合わせてme43
1
･ すでにテロップが挿入されている場合は、削除
して新しいテロップを作成するかどうかの確
認画面が表示されます。「はい」を選択すると、
すでに挿入されているすべてのテロップが削
除されます。

■テロップを削除する：me432
e「はい」を選択
挿入されているすべてのテロップが削除され
ます。

2 下記の各項目を選択して設定ep
表示間隔：
テロップの配置のしかたを設定します。
･「ユーザ指定」に設定すると、テロップを設
定する位置を任意に指定できます。
･「等間隔」に設定すると、テロップ数を設定
できます。動画／ｉモーションの再生時間内
に、指定した数のテロップが等間隔で挿入さ
れます。

テロップ数：
1～10の範囲で入力します。
･ 表示間隔を「ユーザ指定」に設定したときは
確認メッセージが表示され、再生画面の下に

が表示されます。
･ 表示間隔を「等間隔」に設定したときは、操
作5に進みます。

次ページへつづくe



298 データ表示／編集／管理

3 gで再生を開始eテロップの設定位置で
g
再生は中断しません。gを押すたびにテロップ
の位置が設定されます。

･ 再生を開始すると先頭に1個目のテロップの位
置が設定されます。
･ テロップの位置の設定を終了するにはpを押
します。
テロップの位置を9箇所設定するか、動画／
ｉモーションの再生が終了すると、自動的にテ
ロップの位置の設定を終了します。

4 「はい」を選択

5 テロップの入力欄を選択eテロップに表
示する文字を入力
･ 全角で最大20文字、半角で最大40文字入力
できます。

■テロップを修飾する：修飾するテロップに
カーソルを合わせてae下記の各項目を選
択して設定ep
テロップ1～10：
テロップ編集画面で入力した文字が表示さ
れます。選択すると、文字を入力できます。

文字色：
文字の色を設定します。
･「指定なし」に設定すると、文字色は白に
なります。
･絵文字には反映されません。

背景色：
テロップの背景色を設定します。
･「指定なし」に設定すると、背景色は黒に
なります。

スクロール動作：
文字のスクロール動作を設定します。
･「スクロール・イン」に設定すると、文字
が移動しながら徐々に表示されます。
･「スクロール・アウト」に設定すると、文
字が移動しながら徐々に表示されなくな
ります。
･「スクロール・イン＆アウト」に設定する
と、文字が移動しながら徐々に表示され、
その後徐々に表示されなくなります。

スクロール方向：
スクロール動作を「なし」以外に設定した
ときの文字のスクロール方向を設定しま
す。

文字位置：
文字の表示位置を設定します。

文字サイズ：
文字の大きさを設定します。

下線：
文字に下線を付けるように設定します。

点滅：
文字が点滅するように設定します。

6 pを押す
･ テロップを挿入する前の動画／ｉモーションの
ファイルサイズが500Kバイト以内で、テロッ
プを挿入した結果が500Kバイトより大きく
なった場合、メール添付用（小）サイズを超え
る旨のメッセージが表示されます。そのままテ
ロップを挿入する場合はgを押します。

7 表示名を入力ep［保存］
テロップを挿入した動画／ｉモーションが、新し
いデータとして元の動画／ｉモーションと同じ
フォルダに保存されます。
･ 表示名は全角・半角を問わず最大36文字入力
できます。

■テロップを挿入した動画／ｉモーションを再生
する：tを押す

■テロップを挿入した動画／ｉモーションをメー
ルに添付する：aを押す
元の動画／ｉモーションと同じフォルダに保
存され、テロップを挿入した動画／ｉモー
ションが添付されているメール作成画面が表
示されます。

動作設定

動画／ｉモーションの動作条件を設
定する

動画／ｉモーションの再生時の照明や音量などの条
件を設定します。

1 me53eme5e下記の各
項目を選択して設定ep［登録］
一覧の画像表示：
動画／ｉモーション一覧で画像表示をするか
どうかを設定します。「あり」にするとサムネ
イル表示に、「なし」にするとリスト表示にな
ります。

お買い上げ時 一覧の画像表示：あり  
表示画像の拡縮：なし  リピート再生：ON
照明設定：常灯  音量：レベル20
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表示画像の拡縮：
表示領域（横再生時：320×240、縦再生時：
240×200）と再生する動画／ｉモーション
のサイズが合わないときに、拡大または縮小表
示をするかどうかを設定します。
･「なし」に設定すると、拡大または縮小表示
しません。ただし、表示領域より大きいサイ
ズの動画／ｉモーションを再生したときは、
縦横比を保持したまま、表示領域に合わせて
動画／ｉモーションを縮小表示します。
･「あり」に設定すると、縦横比を保持したま
ま表示領域に合わせて動画／ｉモーション
を拡大または縮小表示します。

リピート再生：
アルバム再生時にリピート再生するかどうか
を設定します。

照明設定：
再生中の照明の動作を設定します。
･「端末設定に従う」に設定すると、ディスプ
レイの照明設定に従って照明が点灯します。
･ ディスプレイの照明設定（点灯時間設定）に
も反映されます。

音量：
再生時の音量を設定します。

お知らせ
･動画／ｉモーション一覧から操作する場合は、mを押
し「動作設定」を選択します。

コンテンツ移行対応

動画／ｉモーションをmicroSDメ
モリーカードに移動する

FOMA端末のコンテンツ移行対応のデー
タをmicroSDメモリーカードに移動する

サイトから取得し、FOMA端末に保存した著作権のあ
るｉモーションをmicroSDメモリカードに移動しま
す。コピーはできません。
I コンテンツ移行対応のｉモーションは、詳細情報
（→P320）の「microSDへの移動」が「可」または
「可（同一機種間）」になっている場合だけ、microSD
メモリーカードに移動できます。

1 me53eｉモードフォルダを選
択e移動するｉモーションにカーソルを
合わせてme54

2 1～3

■複数移動する：2e移動するｉモーショ
ンを選択ep

3 移動先のフォルダにカーソルを合わせて
pe「はい」を選択
･ 移動先の選択画面でaを押すとホームフォル
ダに移動できます。
･ 移動を中止するときはgを押します。

お知らせ
･新しいフォルダを作成し（→P314）、ｉモーションを
移動した場合、他のFOMA端末で確認できないことがあ
ります。
･データの移動中に電源を切らないでください。microSD
メモリーカード内のすべてのコンテンツ移行対応データ
が利用できなくなる場合があります。
･「複数移動」や「全件移動」を選択して、コンテンツ移行
対応以外のｉモーションも一緒にmicroSDメモリーカー
ドに移動した場合、コンテンツ移行対応以外のｉモー
ションは、microSDメモリーカードの「動画」または
「その他の動画」フォルダに保存されます。

コンテンツ移行対応のデータをFOMA端末
またはフォルダに移動する

microSDメモリーカードに保存した著作権のある
ｉモーションを、FOMA端末またはmicroSDメモ
リーカード内の他のフォルダ（→P314）に移動しま
す。

1 me6514eaeフォ
ルダを選択e移動するデータにカーソル
を合わせてme3e1または
2

2 1～3

■複数移動する：2e移動するデータを選択
ep

3 「はい」を選択
本体へ移動したデータは、ｉモーションの「ｉモー
ド」フォルダに保存されます。

■本体に全件移動する：認証操作e「はい」を
選択

■フォルダに移動する：移動先のフォルダに
カーソルを合わせてpe「はい」を選択
･移動先の選択画面でaを押すとホームフォ
ルダに移動できます。

お知らせ
･microSDメモリーカード内のコンテンツ移行対応のｉモー
ションは、サイトからダウンロードしたり、FOMA端末か
らmicroSDメモリーカードに移動したときと同じFOMA
カードを挿入しているとき（ｉモーションによっては、さ
らに同一機種であるとき）のみ移動できます。
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キャラ電を使いこなす

キャラ電とは
テレビ電話利用時に、自分の映像の代わりに画面に表
示させるキャラクタのことです。テレビ電話中にダイ
ヤルキーを押すことでキャラクタを動かし、そのとき
の気持ちを手軽に表現できます。また、キャラ電を待
受画面に設定して、待受時や不在着信があるときに特
定のアクションを動作させたり、表示中のキャラ電の
静止画や動画を撮影して保存したりもできます。
I テレビ電話中にキャラ電を利用する→P80
I キャラ電によっては、送話口からの音声に反応して
口を動かすものもあります。

I キャラ電のアクションには、キャラクタの全体が動
く「全体アクション」と部分的に動く「パーツアク
ション」があります。キャラ電によっては、アク
ションがないものや、全体アクションまたはパーツ
アクションのどちらかのみのものもあります。

キャラ電を表示する
I お買い上げ時は、次のキャラ電が「プリインストー
ル」フォルダに保存されています。

I お買い上げ時に保存されているキャラ電を削除し
た場合は、「＠Fケータイ応援団」のサイトからダウ
ンロードできます。→P409

1 me55eフォルダを選択
･ キャラ電の各フォルダの内容は次のとおりで
す。
ｉモード：
サイトからダウンロードしたキャラ電
プリインストール：
お買い上げ時にFOMA端末に登録されている
キャラ電
マイフォルダ：
他のフォルダから移動したキャラ電
･ フォルダを作成すると表示されます。
→P318

2 表示するキャラ電を選択
キャラ電一覧画面では、各キャラ電の表示名とそ
の詳細を示すマークが表示されます。

･ マークの意味は次のとおりです。
a取得元

：ｉモード ：プリインストール
bファイル制限

（グレー） ： ファイル制限あり

■キャラ電を利用してテレビ電話をかける：
a利用するキャラ電にカーソルを合わせて

t
b電話番号入力欄を選択e電話番号を入力

et
･pを押して電話帳から電話番号の入力も
できます。→P95
･mを押して条件を設定して電話をかけら
れます。→P64

■キャラ電をテレビ電話の代替画像に設定する：
代替画像に設定するキャラ電にカーソルを合
わせてa
･キャラ電表示画面でtを1秒以上押しても
設定できます。

■キャラ電を待受画面に設定する：
a設定するキャラ電にカーソルを合わせて

me4e待受アクション設定画面で、
各項目を選択して設定ep
通常、不在着信、未読メールのアクション
とアクション間隔を設定します。
･「全体アクション」「パーツアクション」を
設定した場合は、アクション一覧からア
クションを選択します。
･「直接入力」を設定した場合は、アクショ
ンに対応したダイヤルキーを押してくだ
さい。
･「OFF」に設定すると、あらかじめ設定さ
れている動作になり、アクションは設定
できません。
･アクション間隔ではアクションを繰り返
す間隔（1～5秒）を選択します。「OFF」
を設定すると選択したアクションが1回
だけ動作します。

b「はい」を選択
･キャラ電は、等倍表示または拡大表示に
設定できます。
･すでにｉアプリ待受画面が設定されてい
る場合は、続けてｉアプリ待受画面を解
除するかどうかの確認画面が表示されま
す。 

Dimo エレボ

a b
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3 キャラ電を操作
1～9、#を押すと、その数字に応じ
たアクションをします。

■キャラ電を切り替える：me91e
フォルダを選択e表示するキャラ電を選択

■アクション一覧を表示する：aを押す
･アクションを選択すると、キャラ電が動きま
す。
･mを押すと、アクションの詳細を確認でき
ます。

■全体アクションとパーツアクションを切り替
える：a（1秒以上）
1秒以上押すたびに全体アクション と
パーツアクション が切り替わります。

･ キャラ電表示中に、アクションの番号と同じダ
イヤルキーを押すと、該当するアクションをし
ます。

お知らせ
･キャラ電の待受アクション設定画面で複数の項目にア
クションを設定している場合は、次の優先順位に従って
キャラ電はアクションします。
a不在着信、未読メール
b通常
aで不在着信と未読メールの両方が設定されている場
合、不在着信と未読メールの両方が存在するときは、そ
れぞれに設定されているアクションを交互に繰り返し
ます。aとbが同時に設定されている場合、不在着信と
未読メールの両方が存在しないときは、通常のアクショ
ンが動作します。

キャラ電撮影

キャラ電を撮影する
キャラ電の静止画や動画を撮影します。
I 撮影した静止画や動画は、カメラで撮影した静止画
や動画と同様のファイル形式で保存されます。
画像ファイルの保存形式→P162

キャラ電撮影画面の見かたは次のとおりです。
a撮影方法

：静止画 ：動画
b保存先※

：FOMA端末
：microSDメモリーカード

cアクション種別
：全体アクション
：パーツアクション

d撮影種別
動画＋音声：

キャラ電と送話口からの音声を動画撮影します。
送話口からの音声に反応するキャラ電の場合は、
音声に合わせて口を動かします。

動画のみ（マイクあり）：
キャラ電のみを動画撮影します。マイクは送話口
からの音声に反応するキャラ電のみ有効となり、
送話口からの音声に反応してキャラ電が口を動
かします。音声は録音されません。

動画のみ（マイクなし）：
キャラ電のみを動画撮影します。マイクは無効と
なります。

静止画：
キャラ電を静止画撮影します。

e画像サイズ
：（静止画、動画ともに固定）

f画質※

静止画撮影時
：エコノミー ：スタンダード
：ファイン

動画撮影時
：LP（長時間） ：STD（標準）
：HQ（高品質） ：HQ＋（高品質＋）

gサイズ制限
静止画撮影時
：制限なし

動画撮影時※

：メール添付用（小）（500Kバイト）
：メール添付用（大）（2Mバイト）

※ 静止画設定または動画設定で設定を変更できま
す。

アクションモード

･ アクションを中止する
には0を押します。
･ uを押すと表示領域に
合わせて拡大表示され
ます。dを押すと等倍
表示されます。

b

c d efg

a
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静止画／動画を撮影する

1 me55eフォルダを選択e撮影
するキャラ電にカーソルを合わせてp

2 tを押す

･ tを押すたびに撮影種別が切り替わります。

3 1～9または#
キャラ電の操作方法→P301「キャラ電を表示す
る」操作3

■キャラ電を切り替える：me11e
フォルダを選択e撮影するキャラ電を選択

4 g［撮影］を押す
撮影確認音（シャッター音）が鳴り、保存されま
す。動画撮影の場合には、撮影中の状態でpを
押すと、その時点で撮影が終了し保存されます。
動画撮影中もキャラ電を操作できます。
･ 保存先をmicroSDメモリーカードに設定して
いる場合は、microSDメモリーカード内の「マ
イピクチャ」または「動画」フォルダに保存さ
れます。→P306
･ 動画の撮影中にファイルサイズが制限値に達
すると、撮影が自動的に終了し、その時点まで
に撮影した動画が保存されます。

■静止画設定または動画設定で自動保存を「し
ない」に設定している：
確認画面が表示されます。
･確認画面では次の操作ができます。
g：静止画／動画の保存
m：保存先の切り替え
t：取消
a：メール作成
p：動画の再生

■保存した静止画や動画をすぐに確認する：
pe確認する静止画または動画を選択
･確認後cを2回押すと、撮影画面に戻り
ます。

お知らせ
･キャラ電を撮影する場合の注意事項
→P165「カメラで静止画を撮影する」のお知らせ
→P170「カメラで動画を撮影する」のお知らせ
･キャラ電の静止画撮影待機中や動画撮影待機中に電話
をかけたり受けたりすると、通話終了後は撮影画面に戻
ります。
･送話口からの音声に反応するキャラ電は、送話口からの
音声の大きさによっては正しく動作しない場合があり
ます。
･保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超え
るときは、画面の指示に従って、不要な画像を削除して
から撮影してください。

静止画／動画の撮影動作を設定する
＜静止画設定／動画設定＞

キャラ電の静止画または動画を撮影するときの画質、
品質や表示サイズなどを設定します。

1 キャラ電の撮影画面でme4e下記
の各項目を選択して設定ep［登録］

設定項目について

静止画のみ

動画のみ

撮影種別

お買い上げ時
･静止画設定
画質：スタンダード  撮影確認音：標準  撮影後ファイル
制限：なし  自動保存：する  保存先：本体  表示サイズ：
拡大  照明設定：端末設定に従う
･動画設定
品質：STD（標準）  サイズ制限：メール添付用（小）  
撮影確認音：標準  撮影後ファイル制限：なし  自動保存：
する  保存先：本体  表示サイズ：拡大  照明設定：端末設
定に従う

項　目 説　明
画質 保存する静止画ファイルの画質を設定し

ます。画質がよくなるほど、静止画のファ
イルサイズは大きくなります。

項　目 説　明
品質 撮影する動画の品質を設定します。品質

がよくなるほど、動画のファイルサイズ
は大きくなります。

サイズ制限 保存する動画ファイルのサイズ制限値を
設定します。撮影中の動画ファイルサイ
ズが制限値に達すると、自動的に撮影を
終了します。
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静止画／動画

動作設定

キャラ電の動作条件を設定する

キャラ電再生時の表示サイズと照明の条件を設定し
ます。

1 me55eme4e下記の各
項目を選択して設定ep［登録］
表示サイズ：
キャラ電を再生するとき表示領域に合わせて
拡大表示するか、画面中央に等倍表示するかを
設定します。

照明設定：
キャラ電再生中の照明の動作を設定します。
･「端末設定に従う」に設定すると、ディスプレ
イの照明設定に従って照明が点灯します。

メロディを使いこなす

メロディを再生する
I FOMA端末では、SMF形式やMFi形式のメロディを
再生できます。

1 me54eフォルダを選択
･ メロディの各フォルダの内容は次のとおりで
す。
ｉモード：
サイトやｉモードメールから取得したメロディ
プリインストール：
お買い上げ時にFOMA端末に登録されている
メロディ→P112
メール添付メロディ：
お買い上げ時にFOMA端末に登録されている
ｉモードメール添付用のメロディ→P217
データ交換：
バーコードリーダーで読み取ったメロディや
microSDメモリーカードから移動またはコ
ピーしたメロディ、データ通信で受信したメロ
ディ
マイアルバム：
他のフォルダから移動したメロディ
･ アルバムを作成すると表示されます。
→P318

■microSDメモリーカードのメロディ一覧に切
り替える：メロディのフォルダ一覧でt

2 再生するメロディにカーソルを合わせる
メロディ一覧画面では、各メロディの表示名とそ
の詳細を示すマークが表示されます。

･ マークの意味は次のとおりです。
a取得元

：ｉモード
：データ交換
：プリインストール／メール添付メロ
ディ

bファイル制限
（青） ： ファイル制限なし
（グレー） ： ファイル制限あり

項　目 説　明
撮影確認音 撮影開始と終了時の撮影確認音（シャッ

ター音）を設定します。
･撮影確認音（シャッター音）にカーソル
を合わせると音が鳴ります。

撮影後
ファイル
制限

メール添付やデータ転送によって他の携
帯電話に静止画、動画を送信したとき、受
信した相手の携帯電話からさらに他の携
帯電話に静止画、動画を送信することを
制限するかどうかを設定します。
･ダウンロードしたキャラ電で最初から
「あり」に設定されている場合は、「な
し」に変更できません。
･「あり」に設定されているキャラ電で撮
影した静止画や動画（自端末で、撮影後
ファイル制限を「あり」に設定した場合
を除く）は編集、転送、メール添付がで
きません。

自動保存 撮影した静止画や動画を自動で保存する
かどうかを設定します。
･「する」に設定すると、設定されている
保存先に自動的に保存されます。
･「しない」に設定すると、最後に確認画
面が表示され、保存先の切り替えやメー
ル作成などの操作ができます。

保存先 保存先を設定します。
表示サイズ 撮影中のキャラ電を表示領域に合わせて

拡大表示するか、画面中央に等倍表示す
るかを設定します。
･撮影画面を表示したときから有効にな
ります。

照明設定 撮影中の照明の動作を設定します。
･「端末設定に従う」に設定すると、ディ
スプレイの照明設定に従って照明が点
灯します。

お買い上げ時 表示サイズ：拡大  
照明設定：端末設定に従う ba

次ページへつづくe
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■メロディをメールに添付する：メロディに
カーソルを合わせてa
･m1を押しても同様に操作できます。

3 g［選択］を押す
メロディ再生画面では、再生しているメロディの
表示名と再生位置や音量を示すマークが表示さ
れます。

･ マークの意味は次のとおりです。
a再生バー ： 現在の再生位置を示します。
b再生音量 ： 現在の音量を示します。
･ メロディの再生中は次の操作ができます。

h／サイドキー［▲▼］ ： 音量調整
j／サイドキー［▲▼］（1秒以上） ： 前後の
メロディ再生

c／g：停止

メロディを着信音に設定する

I「メール添付メロディ」フォルダのメロディは着信
音に設定できません。

〈例〉音声電話着信音に設定するとき

1 me54eフォルダを選択e設定
するメロディにカーソルを合わせてme
2

2 1を押す

■メール、チャットメール、メッセージR/F、テ
レビ電話の着信音に設定する：2～6

■メモリ指定着信音（電話、メール）に設定する：
a7または8
bメモリ指定着信音を設定する電話帳データ
を選択ep

動作設定

メロディの動作条件を設定する

メロディの再生時の音量やイルミネーションパター
ンなどの条件を設定します。

1 me54eme5e下記の各
項目を選択して設定ep［登録］
音量：
音量を設定します。

イルミネーションパターン：
ランプの点灯パターンを設定します。

イルミネーションカラー：
中央ランプの点灯色を設定します。

バイブレータ：
振動パターンを設定します。

再生位置：
全体を再生（フルコーラス再生）するか一部分
を再生（ポイント再生）するかを設定します。

再生画面背景：
背景に表示する画像を設定します。「選択」に
設定すると、画像フォルダに保存されている画
像が選択できます。

お知らせ
･メロディ一覧およびメロディ再生画面から操作する場
合は、mを押し「動作設定」を選択します。
･メロディによっては、イルミネーションパターンやバイ
ブレータを「メロディ連動」に設定しても連動しない場
合があります。
･メロディによっては、再生位置を「ポイント再生」に設
定しても、ポイント再生しない場合があります。

a b

メロディ番号／件数

お買い上げ時 音量：レベル3  イルミネーションパ
ターン：イルミパターン1  イルミネーションカラー：ピク
ニック  バイブレータ：OFF  再生位置：フルコーラス再生  
再生画面背景：標準
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microSDメモリーカードを使いこなす

microSDメモリーカードについて
FOMA端末では、撮影した静止画や動画、メロディな
どのデータをmicroSDメモリーカードに保存した
り、電話帳やスケジュールなどのデータをバックアッ
プしたりできます。また、パソコンなどの外部機器で
作成した動画をmicroSDメモリーカードに保存して
FOMA端末で再生したり（→P428）、FOMA端末内
のmicroSDメモリーカードをドライブとして認識さ
せ、パソコンからmicroSDメモリーカードのデータ
を操作したりできます（→P316、P428）。
microSDメモリーカードアダプタと組み合わせると、
SDメモリーカード対応のパソコンやプリンタなどで
も利用できます。
I microSDメモリーカードをご利用になるには、別途
microSDメモリーカードが必要です。microSDメ
モリーカードをお持ちでない場合は、家電量販店な
どでお買い求めいただけます。

I 初期化されていないmicroSDメモリーカードは、
FOMA端末で初期化してから使用してください。な
お、初期化を中断したmicroSDメモリーカードの
動作は保証できません。→P315

I microSDメモリーカードは、SDメモリーカード規
格に準拠したフォーマット（FAT12／FAT16）で
お使いください。FAT32のフォーマットで初期化
した場合は正常に動作しないことがあります。FAT
以外のフォーマットで初期化されたmicroSDメモ
リーカードは、FOMA端末で利用できません。

I microSDメモリーカード内の画像、動画／ｉモー
ション、メロディは、待受画面、着信音、着信画像
などには設定できません。FOMA端末に移動または
コピーしてから設定してください。

I F703iでは市販の2GバイトまでのmicroSDメモ
リーカードに対応しています（2007年1月現在）。
microSDメモリーカードの製造メーカや容量な
ど、最新の動作確認情報については下記のサイトを
ご覧ください。また、掲載されているmicroSDメ
モリーカード以外については、動作しない場合があ
りますのでご注意ください。
- ｉモードから
「＠Fケータイ応援団」
（2007年1月現在）
ｉMenu → メニュー／検索
→ ケータイ電話メーカー → 
＠Fケータイ応援団

- パソコンから
http://www.fmworld.net/product/phone/
microsd/
なお、掲載されている情報は動作確認の結果であ
り、すべての動作を保証するものではありません
ので、あらかじめご了承ください。

I FOMA端末とパソコンを接続するには、FOMA USB
接続ケーブル（別売）が必要です。

microSDメモリーカード使用時の留意
事項

I データの保存中や削除中、使用状況確認中、初期化
中は、microSDメモリーカードを取り外したり、電
源を切ったり、衝撃を与えたりしないでください。
データが壊れる場合があります。

I microSDメモリーカードを取り付けているFOMA
端末に落下などの強い衝撃を与えないでください。
microSDメモリーカードが飛び出す場合がありま
す。

I microSDメモリーカードにラベルやシールを貼らない
でください。

I データのコピー中、移動中、削除中やmicroSDメモ
リーカードの初期化中、情報更新中はディスプレイ
上部に が表示され、データ転送モード（圏外と
同じ状態）になるため、通話、ｉモード、データ通
信などはできません。また、sを押して他の機
能に切り替えることもできません。

I オールロック中、PIMロック中はmicroSDメモリー
カードを使用できません。

I パソコンなど他の機器で書き込み保護された
microSDメモリーカードは、データの保存、削除、
初期化などができません。

I パソコンなど他の機器からmicroSDメモリーカード
に保存したデータは、FOMA端末で表示、再生でき
ない場合があります。また、FOMA端末からmicroSD
メモリーカードに保存したデータは、他の機器で表
示、再生できない場合があります。

I ご利用になるmicroSDメモリーカードによっては、
保存した動画に乱れが発生する場合があります。

I microSDメモリーカードに保存されたデータは、バッ
クアップを取るなどして別に保管してくださるよう
お願いします。万一、保存されたデータが消失または
変化しても、当社としては責任を負いかねますのであ
らかじめご了承ください。

サイトアクセス
用QRコード
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microSDメモリーカードのフォルダ構成

■ FOMA端末で表示したとき
microSDメモリーカードのフォルダ構成は次のと
おりです。データの種類によって保存先が分かれ
ています。

※1 DCFはDesign rule for Camera File system
の略でファイルシステムの規格です。

※2 microSDメモリーカードの容量に関係なく、FOMA
端末からmicroSDメモリーカードに保存できる
データ件数です。

※3 動画フォルダで、aを押して表示を切り替えます。

お知らせ
･横縦（または縦横）のサイズが1728×2304より大き
い静止画をmicroSDメモリーカードに保存しても、
FOMA端末では表示できません。

■ パソコンなどに挿入して表示したとき
FOMA端末からmicroSDメモリーカードにデー
タを移動またはコピーしたときや、カメラで撮影
した静止画や動画を直接microSDメモリーカード
に保存したときなどは、そのファイルに対応した
フォルダがmicroSDメモリーカードに自動的に作
成されます。
パソコンなどを使うとmicroSDメモリーカードの
内容を表示できます。microSDメモリーカードの
フォルダとファイルの構成は次のとおりです。
パソコンなどからmicroSDメモリーカードにデー
タを保存するときは、次のファイル形式、ファイ
ル名で決められたフォルダに保存してください。
保存先フォルダを間違えたり、異なるファイル形
式のデータを保存したりすると、FOMA端末では
認識できません。

フォルダ構成

フォルダ 保存されるデータ 最大保存
件数※2

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア

マイ
ピクチャ

カメラで撮影した静止画、
DCF※1規格のJPEG、GIF 9999件

その他の
画像

DCF※1規格外のJPEG、
GIFアニメーション 9999件

デコメ
絵文字

画像サイズが20×20、
ファイルサイズが2.6M
バイト以内のJPEG、GIF
（GIFアニメーションを
含む）

9999件

動画 動画／ｉモーション 4095件
動画 ※3 コンテンツ移行対応の

ｉモーション 1000件

その他の
動画

音声のみの動画／ｉモー
ション 9999件

メロディ メロディ 9999件
ミュー
ジック

着うたフル® 1000件
WMAファイル 500件

P
I
M

電話帳 電話帳データ、電話帳の
バックアップデータ

合計
9999件

スケ
ジュール

スケジュールデータ、ス
ケジュールのバックアッ
プデータ

受信
メール

受信メールデータ、受信
メールのバックアップ
データ

未送信
メール

未送信メールデータ、未
送信メールのバックアッ
プデータ

送信
メール

送信メールデータ、送信
メールのバックアップ
データ

メモ メモデータ、メモのバッ
クアップデータ

Book
mark

ブックマークデータ、
ブックマークのバック
アップデータ

マイドキュ
メント

PDFデータ 999件

トルカ トルカ 999件
ｉアプリの
データ

ｉアプリデータの詳細情
報 1200件

その他 上記以外のデータ 999件

STILxxxx.JPG
STILxxxx.GIF

STILxxxx.JPG／STILxxxx.GIF

DCIM[ マイピクチャ ]
（撮影画像、静止画 [ ファイル形式：JPEG
＜DCF規格＞、GIF]）
xxxF703I
yyyyxxxx.JPG／yyyyxxxx.GIF

SD_VIDEO[ 動画 ]
（動画／ｉモーション [ 音楽データ含む ]）

PRLzzz

PRIVATE
DOCOMO
STILL[ その他の画像 ]
（GIF アニメーション、静止画 [ファイル 
形式：JPEG＜DCF規格外＞]）

SUDxxx

PUDxxx※2

DOCUMENT
[マイドキュメント（PDFデータ）]

MOLzzz.3GP※1／MOLzzz.MP4※1／
MOLzzz.ASF

RINGxxxx.MLD

RINGxxxx.SMF
RINGxxxx.MID

PDFDCxxx.DDF※3、4
PDFDCxxx.PDF※3

RINGxxxx.MLD
RINGxxxx.MID
RINGxxxx.SMF

RINGER[ メロディ ]
（メロディ [ ファイル形式：MFI、SMF]）

RUDxxx
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※1 拡張子が「3GP」「MP4」のファイルは、MP4
形式として扱われます。

※2 このフォルダ内に、他の機種で利用されていた
PDFDCxxx.$DFやPDFDCxxx.JPGの形式の
データが保存されていてもF703iでは利用でき
ません。PDFDCxxx.$DFは一覧表示では、 と
表示されますがメールには添付できません。

※3 拡張子を含めて半角64文字までのロングファイ
ルネーム形式にも対応しています。

※4 PDFデータのｉモードしおり情報やマーク情報
などを管理するファイルです。ファイル名は対応
するPDFデータと同じです。

※5 このフォルダにあるファイルは、削除したりファ
イル名を変えたりしないでください。FOMA端末
でデータを正しく表示、再生できなくなります。

※6 このフォルダは隠しフォルダです。パソコンの設
定によっては表示されません。

※7 コンテンツ移行対応のｉモーション、ｉアプリの
データ、着うたフル®のデータは、パソコンでは
表示、再生できません。

I フォルダ名とファイル名の規則は次のとおりです。
使用する文字はすべて半角です。
-「xxxF703I」のxxxは100～999
-「yyyyxxxx」のyyyyはA～Z（大文字）、0～9、
_（アンダーバー）、xxxxは0001～9999

-「SUDxxx」「RUDxxx」「PUDxxx」「PDFDCxxx」
「TRCxxx」「TORUCxxx」「MUDxxx」「DUDxxx」
「OTHERxxx」「OUDxxx」のxxxは001～999
-「STILxxxx」「RINGxxxx」「MMFxxxx」「DIMGxxxx」
のxxxxは0001～9999

-「PRLzzz」「MOLzzz」のzzzは001～FFFまでの
16進数（16進数では1つの桁を0～9とA～Fの
16種類の文字で表します）

-「PIMxxxxx」「SVCxxxxx」のxxxxxは00001～
65535

-「xxxxxxxx.SB1」「xxxxxxxx.SB2」「xxxxxxxx.xxx」
「xxxxxxxx」のxxxxxxxxとxxxはA～Z（大文字）、
0～9、_（アンダーバー）

お知らせ
･マイピクチャ、その他の画像、デコメ絵文字、動画（コ
ンテンツ移行対応のデータを除く）、その他の動画、メ
ロディ、PIM、マイドキュメント、トルカ、その他の
データを、パソコンなどからmicroSDメモリーカード
にコピーしてFOMA端末で利用するには、FOMA端末
でmicroSDメモリーカードの情報更新をする必要があ
ります。
･パソコンなどでmicroSDメモリーカード内のフォルダ
名を変更したり削除したりすると、FOMA端末でデータ
を正しく表示できなくなります。

SD_BIND※5、7
（コンテンツ移行対応のデータ）

SD_PIM[PIM]
（電話帳、スケジュール、受信メール、未送信
メール、送信メール、メモ、ブックマーク）
PIMxxxxx.VCF／PIMxxxxx.VCS／
PIMxxxxx.VMG／PIMxxxxx.VNT／
PIMxxxxx.VBM

xxxxxxxx.SB1

SVCxxxxx[ 動画 ]
FFMP4DEF

xxxxxxxx.SB1
xxxxxxxx

PRIVATE
DOCOMO
TABLE※5
RINGER
STILL
DCIM
SD_VIDEO LCSCLIENT

DOCUMENT
TORUCA
MMFILE

DECOIMG OTHER

TORUCxxx.TRC

TORUCA[トルカ]
TORUCxxx.TRC
TRCxxx

OTHERxxx.xxx
xxxxxxxx.xxx

OTHER[その他]
OTHERxxx.xxx／xxxxxxxx.xxx
OUDxxx

WM※5
(ミュージックプレイヤー用の 
WMＡファイル)
xxxx.WMA

MMFxxxx.3GP※1

MUDxxx[その他の動画]
（音声のみの動画／ｉモーション）

MMFILE
[ その他の動画 ]
（音声のみの動画／ｉモーション）

MMFxxxx.MP4※1

WM_SYSTEM※5、6

DIMGxxxx.JPG
DIMGxxxx.GIF

DECOIMG[デコメ絵文字]
DIMGxxxx.JPG／DIMGxxxx.GIF
DUDxxx

SVCxxxxx[ｉアプリのデータ ]

xxxxxxxx.xxx
xxxxxxxx

xxxxxxxx.SB2
FFFMUDEF

SVCxxxxx[ 着うたフル   のデータ ]®

MMFxxxx.ASF

MMFxxxx.3GP※1
MMFxxxx.MP4※1
MMFxxxx.ASF

次ページへつづくe
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■ microSDメモリーカードで利用できるデータ
ファイル形式ごとのファイルサイズ、データサイ
ズの上限値やデータ利用の可否は次のとおりで
す。
メール添付の詳細→P217「ファイルを添付する」

画像、動画／ｉモーション
上段：ファイルサイズ　下段：画像サイズ

上段：ファイルサイズ　下段：画像サイズ

※ 再生可能な画像サイズより大きい動画／ｉモーショ
ンでも、再生可能な音声形式であったり、表示可能
なテロップがデータ内に存在する場合は、音声やテ
ロップの再生を行います。

ミュージック、メロディ、PDF、トルカ、その他
のデータ

※ ミュージックの再生→P338

操作
形式
（拡張子）

microSD
メモリーカード
へコピー／移動

FOMA端末へ
コピー／移動

JPEG形式の
画像（JPG）

無制限 2.6Mバイト
無制限 1728×2304

GIF形式の
画像（GIF）

無制限 2.6Mバイト
無制限 480×640

JPEG形式の
デコメ絵文字
（JPG）

無制限 90Kバイト

無制限 20×20

GIF形式の
デコメ絵文字
（GIF）

無制限 90Kバイト

無制限 20×20

MP4形式の
動画／ｉモー
ション
（MP4、3GP）

無制限 2Mバイト

無制限 無制限

ASF形式の
動画／ｉモー
ション（ASF）

不可 不可

不可 不可

操作
形式
（拡張子）

メール添付 内容表示

JPEG形式の
画像（JPG）

2Mバイト 2.6Mバイト
無制限 1728×2304

GIF形式の
画像（GIF）

2Mバイト 2.6Mバイト
無制限 480×640

JPEG形式の
デコメ絵文字
（JPG）

2Mバイト 2.6Mバイト

20×20 20×20

GIF形式の
デコメ絵文字
（GIF）

2Mバイト 2.6Mバイト

20×20 20×20

MP4形式の
動画／ｉモー
ション
（MP4、3GP）

2Mバイト 無制限

無制限 48×48～
320×240※

ASF形式の
動画／ｉモー
ション（ASF）

不可 無制限

不可 176×144、
320×240

操作
形式
（拡張子）

microSD
メモリーカード
へコピー／移動

FOMA端末へ
コピー／移動

MP4形式の
ミュージック
（3GP）

無制限 5Mバイト

MFi形式の
メロディ
（MLD）

無制限 100Kバイト

SMF形式の
メロディ
（MID、SMF）

無制限 100Kバイト

PDFデータ
（PDF）

不可 不可

トルカ
（TRC）

1024バイト 1024バイト

トルカ（詳細）
（TRC）

100Kバイト 100Kバイト

その他 不可 不可

操作
形式
（拡張子）

メール添付 内容表示

MP4形式の
ミュージック
（3GP）

不可 無制限※

MFi形式の
メロディ
（MLD）

2Mバイト 100Kバイト

SMF形式の
メロディ
（MID、SMF）

2Mバイト 100Kバイト

PDFデータ
（PDF）

2Mバイト 不可

トルカ
（TRC）

2Mバイト 1024バイト

トルカ（詳細）
（TRC）

2Mバイト 100Kバイト

その他 2Mバイト 不可
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PIMデータ

microSDメモリーカードの取り付
けかた／取り外しかた

microSDメモリーカードは、FOMA端末のmicroSD
メモリーカードスロットに取り付けて使用します。
I microSDメモリーカードスロットには、microSD
メモリーカード以外は挿入しないでください。

I microSDメモリーカードの取り付け／取り外しを行う
ときは、金属端子部分に触れないようにご注意くださ
い。

I microSDメモリーカードを完全に挿入しないで電
池パックを取り付けると、microSDメモリーカー
ドを破損するおそれがあります。

I microSDメモリーカードは正しく取り付けてくださ
い。microSDメモリーカードを正しく取り付けてい
ない状態では、データのコピーやバックアップなどの
操作ができません。

I microSDメモリーカードの取り付け／取り外しを行う
ときに、microSDメモリーカードが飛び出す場合があ
りますのでご注意ください。

I 表面に傷、ゴミなどが付着しているmicroSDメモリー
カードや、変形しているmicroSDメモリーカードは
FOMA端末に取り付けないでください。故障の原因と
なる場合があります。

microSDメモリーカードの取り付けかた

a電池パックを取り外します。→P44
b印字面を下にして、microSDメモリーカードをス
ロットにゆっくり差し込み、「カチッ」と音がする
まで、さらにmicroSDメモリーカードを差し込み
ます。

c電池パックを取り付けます。→P44

microSDメモリーカードの取り外しかた

a電池パックを取り外します。→P44
bmicroSDメモリーカードの中央付近を軽く押し込
み（a）、手を離します。microSDメモリーカード
が少し飛び出したら、まっすぐに、ゆっくりと取り
出します（b）。

c電池パックを取り付けます。→P44

FOMA端末とmicroSDメモリー
カードの間でデータをやりとりする

FOMA端末とmicroSDメモリーカードの間でデータ
をコピーまたは移動したり、FOMA端末のデータを
microSDメモリーカードにバックアップしたりしま
す。
やりとりできるデータの種類と操作内容は次のとお
りです。

操作
形式
（拡張子）

microSDメモリー
カードへコピー／
バックアップ

FOMA端末へ
コピー／復元

電話帳
（VCF）

無制限 無制限

スケジュール
（VCS）

無制限 無制限

メール
（受信／未送
信／送信）
（VMG）

無制限 無制限

メモ（VNT） 無制限 無制限
ブックマーク
（VBM）

無制限 無制限

操作
形式
（拡張子）

メール添付 内容表示

電話帳
（VCF）

2Mバイト 無制限

スケジュール
（VCS）

2Mバイト 無制限

メール
（受信／未送
信／送信）
（VMG）

不可 無制限

メモ（VNT） 不可 無制限
ブックマーク
（VBM）

2Mバイト 無制限

次ページへつづくe
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マルチメディア

※1 コンテンツ移行対応の動画／ｉモーションは、コピー
できません。

※2 ミュージックデータの操作→P340

PIM

トルカ

microSDメモリーカードの保存容量を
確認する

microSDメモリーカードの最大保存容量や空き容量
などを表示します。microSDメモリーカードの空き
容量を確認してから、データのコピーやバックアップ
などを行ってください。

1 me65em［使用状況］

使用状況：
全容量に対する使用領域の割合をバーで示し
ます。

使用領域：
現在使用している容量を数値で示します。

空き領域：
現在の空き容量を数値で示します。

全容量：
FOMA端末に取り付けているmicroSDメモ
リーカードの全容量を数値で示します。

お知らせ
･データが1件も保存されていない状態でも使用領域が
「0KB」にならない場合は、microSDメモリーカードを
初期化してください。
･実際に使用できるmicroSDメモリーカードの容量は、
microSDメモリーカードに記載されている容量より少
なくなります。
･microSDメモリーカードの空き容量が少ない場合、デー
タを保存できないことがあります。不要なデータを削除
するか、空き容量が十分なmicroSDメモリーカードを取
り付けてからデータを保存してください。

FOMA 端末のデータをmicroSD メモ
リーカードにコピー／移動する

I パラパラマンガ、FOMA端末外への出力が禁止され
ているデータはコピーまたは移動できません。ただ
し、FOMA端末でファイル制限を「あり」に設定し
たデータ、「データ交換」フォルダ内のデータ、コ
ンテンツ移行対応のデータは除きます。

I PIMデータは移動できません。
I 電話帳に登録されている動画はコピーされません。
I スケジュールに登録されているメンバーリストや
イメージ（静止画）はコピーされません。

I ミュージックデータをmicroSDメモリーカードに
移動する操作→P340

〈例〉画像をmicroSDメモリーカードへコピー／移動
するとき

1 me51eフォルダを選択eコ
ピーまたは移動する画像にカーソルを合
わせてme5e4または5

2 1～3

■複数コピー／複数移動する：
a2
bコピーまたは移動する画像を選択ep

3 「はい」を選択
選択した画像、またはフォルダ内に保存されてい
るすべての画像が、microSDメモリーカードに
コピーまたは移動されます。画像の種類によって
保存先のフォルダが異なります。
･ コピーまたは移動を中止するときはgを押し
ます。

データの種類 操作内容
画像、デコメ絵文字 1件コピー、複数コピー、

全件コピー、1件移動、
複数移動、全件移動

動画／ｉモーション※1

メロディ
ミュージック※2 1件移動、複数移動、

全件移動

データの種類 操作内容
電話帳 1件コピー、バックアップ、

復元スケジュール
メール
（受信、未送信、送信）
ブックマーク
メモ

データの種類 操作内容
トルカ、トルカ（詳細） 1件コピー、複数コピー、

全件コピー、1件移動、
複数移動、全件移動
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お知らせ
お知らせ

･動画／ｉモーション一覧、メロディ一覧、トルカ一覧から
操作する場合は、mを押し「移動／コピー」→「microSD
へ移動」または「microSDへコピー」→「1件移動」「複
数移動」「全件移動」「1件コピー」「複数コピー」「全件コ
ピー」を選択します。
･電話帳一覧から操作する場合は、mを押し「データバッ
クアップ」→「microSDへコピー」または「microSD
へバックアップ」を選択します。
･スケジュールのデイリービュー画面から操作する場合
は、mを押し「赤外線／iC／microSD」→「microSD
へコピー」または「microSDへバックアップ」を選択
します。
･受信メール一覧、送信メール一覧、未送信メール一覧から
操作する場合は、mを押し「移動／コピー」→「microSD
へコピー」を選択します。
･保護したｉモードメールをmicroSDメモリーカードに
コピーしたりバックアップしたりすると、保護は解除さ
れます。
･添付ファイルを含めたメールサイズが100Kバイトを超
える場合は、microSDメモリカードにはメール本文のみ
コピーされます。また、添付ファイルが複数ある場合は、
100Kバイトを超えた分のファイルはコピーされませ
ん。
･ブックマーク一覧から操作する場合は、mを押し「移動／
microSD」→「microSDへコピー」を選択します。
･メモ一覧から操作する場合は、mを押し「赤外線／iC／
microSD」→「microSDへコピー」または「microSDへ
バックアップ」を選択します。メモ帳参照から操作する場
合は、mを押し「赤外線／iC／microSD」→「microSD
へコピー」を選択します。
･ FOMA端末内のデータをmicroSDメモリーカードへコ
ピー／移動すると、マイピクチャ、ｉモーション、メロ
ディ内のデータの場合は、ファイル名が自動的に管理用
の名称に変更されます。→P306
･静止画をFOMA端末本体からmicroSDメモリーカード
に移動またはコピーすると、microSDメモリーカード
側で表示されるファイルサイズがFOMA端末で表示さ
れるファイルサイズより大きくなることがあります。こ
の場合、microSDメモリーカード側で表示されるファ
イルサイズが実際のファイルサイズになります。
･ FOMA端末電話帳のデータをmicroSDメモリーカード
にコピー、バックアップした場合、静止画はmicroSD
メモリーカードにコピー、バックアップされますが、表
示はできません。ただし、本体にその電話帳データを戻
すと表示されます。

microSDメモリーカードのデータを
FOMA端末にコピー／移動する

I 最大保存件数→P447
I ｉアプリのデータは、FOMA端末にコピー／移動で
きません。

I ミュージックデータをFOMA端末に移動する操作
→P340

マルチメディアデータをFOMA端末にコ
ピー／移動する

1 me651e1～6e
フォルダを選択eコピーまたは移動する
データにカーソルを合わせてme3

2 1～6

■複数コピー／複数移動する：
a2または5
bコピーまたは移動するデータを選択ep

3 「はい」を選択
選択したデータ、またはフォルダ内に保存されて
いるすべてのデータがマイピクチャ、ｉモーショ
ン、メロディ内の各「データ交換」フォルダにコ
ピーまたは移動されます。画像の種類によって保
存先のフォルダが異なります。
･ コピーまたは移動を中止するときはgを押し
ます。

PIMデータをFOMA端末にコピーする

I バックアップデータ（ 、 、 、 、 が付い
ているデータ）はFOMA端末に復元することでコ
ピーできますが（→P312）、バックアップデータ
自体はFOMA端末にコピーできません。

1 me652e1～7

2 コピーするデータにカーソルを合わせて
me11e「はい」を選択
選択したデータがFOMA端末へコピーされます。

トルカをFOMA端末にコピー／移動する

1 me654eフォルダを選択
eコピーまたは移動するデータにカーソ
ルを合わせてme2e1～6

■複数コピー／複数移動する：
a2または5
bコピーまたは移動するデータを選択ep

2 「はい」を選択
選択したデータ、またはフォルダ内に保存されて
いるすべてのデータがトルカ一覧の「トルカフォ
ルダ」にコピーまたは移動されます。
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FOMA端末のデータをmicroSD
メモリーカードにバックアップする

FOMA端末の各PIMデータを、一括してmicroSDメ
モリーカードにバックアップします。

1 me652e1～7

2 me14e認証操作e「はい」を
選択
選択したデータが1つにまとめられてmicroSD
メモリーカードにバックアップされます。
･ バックアップを中止するときはgを押します。
中止すると、途中までバックアップしたデータ
は破棄されます。

お知らせ
･ FOMA端末の各データ一覧から操作することもできます。
→P311「FOMA端末のデータをmicroSDメモリーカー
ドにコピー／移動する」のお知らせ

microSDメモリーカードのバックアッ
プデータを復元する

microSDメモリーカードにバックアップされている
各PIMデータを、FOMA端末に復元します。
I 復元の方法には追加復元と上書き復元があります。
上書き復元の場合、FOMA端末の各PIMデータは上
書きされ、元のデータは消去されますのでご注意く
ださい。

I 電話帳のグループの並び順は、復元してもバック
アップしたときの並び順に戻らない場合がありま
す。

1 me652e1～7

2 me1e2または3
追加復元すると、現在FOMA端末に保存されて
いるデータとは別のデータとして保存されます。
上書き復元すると、現在FOMA端末に保存され
ているデータを上書きします。
･ バックアップデータのマークの意味は次のと
おりです。

：電話帳 ：スケジュール
：受信メール、未送信メール、送信メール
：メモ ：ブックマーク

3 認証操作e「はい」を選択
･ 復元を中止するときはgを押します。中止する
前に処理されたバックアップデータはFOMA端
末に復元されます。

microSDメモリーカード内のデー
タを表示／操作する

I パソコンなどでmicroSDメモリーカード内のデータを
変更したり削除したりすると、FOMA端末でmicroSD
メモリーカードのデータを正しく表示できなくなりま
す。その場合は、microSDメモリーカードの情報を更
新してください。

マルチメディアデータを表示する

I ミュージックデータの表示→P338

1 me651e1～6e
フォルダを選択
■FOMA端末のフォルダ一覧に切り替える：
フォルダ一覧でt
･「マイピクチャ」「その他の画像」「デコメ絵
文字」内のフォルダ一覧を表示しているとき
は、FOMA端末のマイピクチャ内のフォル
ダ一覧画面に切り替わります。
･「動画」「その他の動画」内のフォルダ一覧を
表示しているときは、FOMA端末のｉモー
ション内のフォルダ一覧画面に切り替わり
ます。
･メロディ内のフォルダ一覧を表示している
ときは、FOMA端末のメロディ内のフォル
ダ一覧画面に切り替わります。

2 表示するデータにカーソルを合わせる
･ tを押すたびにサムネイル表示とリスト表示
が切り替わります（メロディデータを除く）。

■データをメールに添付する：添付するデータ
にカーソルを合わせてa

■データの詳細情報を表示する：詳細情報を表
示するデータにカーソルを合わせてme
2

■データを1件削除する：削除するデータに
カーソルを合わせてme41e「は
い」を選択

■データを複数削除する：
ame42e削除するデータを選択
bpe「はい」を選択

■データを全件削除する：me43e
認証操作e「はい」を選択

■指定したページにジャンプする：peジャン
プするページ番号を入力
･ページ番号を入力しないときは1ページ目が
表示されます。
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■microSDメモリーカード内のデータを検索す
る：me5e日付を入力ep
･検索を中止するときはgを押します。

■動画を連続再生する（動画データのみ）：
me6
･連続再生中は次の操作ができます。
t／a／サイドキー［▲▼］（1秒以上）

：前後の動画再生
g：一時停止／再生
j／サイドキー［▲▼］ ： 音量調整
p：連続再生停止
･連続再生中にFOMA端末を折り畳んでも再生
は継続され、サイドキーで操作できます。背
面表示部にパターンが表示されます。

3 g［選択］を押す
画像表示中の操作→P286 操作3
動画／ｉモーション再生中の操作→P294 操作3
メロディ再生中の操作→P304 操作3

■「マイピクチャ」「その他の画像」「デコメ絵文
字」フォルダ内の画像のファイル名を非表示
に切り替える：pを押す
･pを押すたびに非表示と表示が切り替わり
ます。

コンテンツ移行対応のｉモーションを表
示する

microSDメモリーカードに保存した著作権のある
ｉモーションを表示します。

1 me6514eaeフォ
ルダを選択

･ 初期フォルダは、初めて「動画 」フォルダ
を表示したときに作成されます。フォルダ名は
変更できます。

■ホームフォルダに設定する：フォルダにカー
ソルを合わせてpe「はい」を選択

■マルチメディアデータの「動画」内のフォル
ダ一覧に切り替える：ルートフォルダでt

■ホームフォルダに移動する：ルートフォルダ
一覧またはサブフォルダ一覧でa

2 表示するデータにカーソルを合わせる
■待受画面に設定する：設定するデータにカー
ソルを合わせてme11e「はい」
を選択

■着信音に設定する：設定するデータにカーソ
ルを合わせてme12e1～
6e「はい」を選択

■メモリ指定着信音（電話、メール）に設定する：
a設定するデータにカーソルを合わせてm

e12e7または8
b設定する電話帳データを選択e「はい」を
選択

■着信画像に設定する：設定するデータにカー
ソルを合わせてme13e1また
は2e「はい」を選択

■詳細情報を表示する：詳細情報を表示する
データにカーソルを合わせてme2

■データを1件削除する：削除するデータに
カーソルを合わせてme41e「は
い」を選択

■データを複数削除する：me42e
削除するデータを選択epe「はい」を選
択

■データを全件削除する：me43e
認証操作e「はい」を選択

3 g［選択］を押す

お知らせ
･通話中、ｉモード接続中、データ通信中などでデータ転
送モードに移行できない場合は、再生、移動、削除、動
画の利用などの操作はできません。
･microSDメモリーカードを利用するｉアプリを待受画
面に設定している場合、 microSDメモリーカードに保
存したコンテンツ移行対応のｉモーションの再生や移
動ができないことがあります。
･microSDメモリーカード内のコンテンツ移行対応の
ｉモーションは、サイトからダウンロードしたり、
FOMA端末からmicroSDメモリーカードに移動したと
きと同じFOMAカードを挿入しているとき（ｉモーショ
ンによっては、さらに同一機種であるとき）のみ再生で
きます。

ルートフォルダ

：ホームフォルダ
（水色）：
通常フォルダ

ルートフォルダ一覧画面

フォルダの名称

（水色）：
通常フォルダ
：microSDメモリー
カード内のデータ

サブフォルダ一覧画面

（ピンク）：
初期フォルダ
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フォルダを作成する

I フォルダは最大65535個作成できます。

〈例〉ルートフォルダに作成する場合

1 me6514ea

2 me1

■フォルダ名を変更する：変更するフォルダに
カーソルを合わせてme2

■フォルダを削除する：削除するフォルダに
カーソルを合わせてme3e「はい」を
選択

3 フォルダ名を入力ep［登録］
･ 全角で最大10文字、半角で最大20文字入力
できます。

お知らせ
･サブフォルダの一覧から操作する場合は、mを押し「フォ
ルダ作成」を選択します。
･初期フォルダを削除すると、初期フォルダの下のサブ
フォルダとデータだけが削除されます。
･ホームフォルダに設定されているフォルダを削除する
と、初期フォルダがホームフォルダに設定されます。
･削除しようとしたフォルダ内に、コンテンツ移行対応の
ｉモーション以外の無効なファイル（一覧画面に表示さ
れないファイル）が存在すると、フォルダ内のコンテン
ツ移行対応のｉモーションは削除されますが、フォルダ
は削除されません。この場合、microSDメモリーカー
ドをパソコンなどから操作して、無効なファイルが格納
されていない状態にしてから、もう一度フォルダを削除
してください。

PIMデータを表示する

1 me652e1～7e
表示するデータにカーソルを合わせる
■データを1件削除する：削除するデータに
カーソルを合わせてme21e「は
い」を選択

■データを複数削除する：
ame22e削除するデータを選択
bpe「はい」を選択

■データを全件削除する：me23e
認証操作e「はい」を選択

■指定したページにジャンプする：peジャン
プするページ番号を入力
･ページ番号を入力しないときは1ページ目が
表示されます。

■microSDメモリーカード内のデータを検索す
る：me3e日付を入力ep
･検索を中止するときはgを押します。

2 g［選択］を押す
･ 詳細画面については、それぞれのPIMデータの
ページを参照してください。
電話帳→P98 スケジュール→P354
メール→P232 メモ→P365
ブックマーク→P190
･ 1件のPIMデータを選択したときは、選択した
データの詳細が表示されます。
･ バックアップデータを選択したときは、バック
アップデータに含まれているすべてのデータ
がタイトルで一覧表示されます。cを押す
と一覧画面に戻ります。

PIMデータの一覧のマークについて

一覧で表示されるマークの意味は次のとおりです。
／ ：電話帳1件／複数件
／ ：スケジュール1件／複数件
／ ：メール1件／複数件
／ ：メモ1件／複数件
／ ：ブックマーク1件／複数件

お知らせ
･microSDメモリーカードに保存されているスケジュール
は、設定した日時になってもアラームは鳴りません。
･メールの詳細画面で、メールアドレスにカーソルを合わせ
てm31を押すと電話帳に新規登録、m3
2を押すと電話帳に更新登録できます。また、添付さ
れているデータにカーソルを合わせてm41を
押すと表示／非表示または再生、m42を押すと
タイトルを確認できます。
･ FOMA端末の電話帳データをmicroSDメモリーカード
にコピー、バックアップした場合、静止画はmicroSD
メモリーカードにコピー、バックアップされますが、表
示はできません。ただし、本体にその電話帳データを戻
すと表示されます。

トルカを表示する

1 me654eフォルダを選択
■FOMA端末のフォルダ一覧に切り替える：

tを押す

2 表示するトルカにカーソルを合わせる
■メールに添付する：添付するデータにカーソ
ルを合わせてa

■1件削除する：削除するデータにカーソルを
合わせてme31e「はい」を選択

■複数削除する：
ame32e削除するデータを選択
bpe「はい」を選択
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■全件削除する：me33e認証操作
e「はい」を選択

■指定したページにジャンプする：peジャン
プするページ番号を入力
･ページ番号を入力しないときは1ページ目が
表示されます。

3 g［選択］を押す
･ microSD メモリーカードに保存されているト
ルカから詳細情報はダウンロードできません。

ｉアプリのデータを表示する

1 me655

2 表示するｉアプリのデータにカーソルを
合わせる
■データを1件削除する：削除するデータに
カーソルを合わせてme1e「はい」を
選択

■データを複数削除する：
ame2e削除するデータを選択
bpe「はい」を選択

■データを全件削除する：me3e認証操
作e「はい」を選択

3 g［選択］を押す
詳細画面には、利用の可否、利用できない理由、
プロバイダ（特定のプロバイダが提供する複数の
ｉアプリから利用できる場合）、ソフト（データ
を利用するｉアプリがFOMA端末に保存されて
いる場合）の各項目が表示されます。データに
よっては表示されない項目があります。
･ 利用できない理由は次のとおりです。
- ソフト動作制限　あり：
データを利用するｉアプリが存在しませ
ん。該当するｉアプリをもう一度ダウン
ロードすることで利用できることがあり
ます。ただし、「FOMAカード（UIM）動
作制限」「機種制限」「シリーズ制限」のい
ずれかが「あり」と表示されているときは、
ｉアプリをダウンロードしても利用でき
ないことがあります。

- FOMAカード（UIM）動作制限　あり：
データは他のFOMAカード（UIM）で利用
されている可能性があります。

- 機種制限　あり：
データは他の機種によって利用されてい
る可能性があります。

- シリーズ制限　あり：
データは下記機種※以外のシリーズで利用
されている可能性があります。
※ 703iシリーズ

マイドキュメント／その他のデータを操
作する

〈例〉マイドキュメントを操作するとき

1 me653eフォルダを選択
■その他のデータを操作する：me65

6eフォルダを選択

2 操作するデータにカーソルを合わせる
■メールに添付する：添付するデータにカーソ
ルを合わせてa

■詳細情報を表示する：詳細情報を表示する
データにカーソルを合わせてme2

■1件削除する：削除するデータにカーソルを
合わせてme31e「はい」を選択

■複数削除する：
ame32e削除するデータを選択
bpe「はい」を選択

■全件削除する：me33e認証操作
e「はい」を選択

■指定したページにジャンプする：peジャン
プするページ番号を入力
･ページ番号を入力しないときは1ページ目が
表示されます。

■microSDメモリーカード内のマイドキュメン
トのデータを検索する：me4e日付を
入力ep
･検索を中止するときはgを押します。

マイドキュメント／その他の一覧のマーク
について

一覧で表示されるマークの意味は次のとおりです。
：PDFデータ ：PDFデータ（利用不可）
：その他データ

microSDメモリーカードを管理す
る

microSDメモリーカードをFOMA端末で正しく使用
できるように、microSDメモリーカードを初期化し
たり、情報更新したりします。

microSDメモリーカードを初期化する
＜初期化＞

microSDメモリーカードに保存してあるデータをす
べて削除するときや、新たに購入したmicroSDメモ
リーカードをFOMA端末で使用するときに初期化し
ます。

次ページへつづくe
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1 me65epe初期化の方法を
選択
簡易初期化：
microSDメモリーカード内のデータ管理領域の
みを初期化します。必要最小限の処理を行うこと
で、初期化の時間を短縮する方法です。保存され
ているデータはすべて消去されます。microSD
メモリーカードが一度初期化済みで、microSD
メモリーカードに問題がない場合のみ実行して
ください。

完全初期化：
microSDメモリーカード内のデータ管理領域
と、データ領域の両方を初期化します。新しく
購入したmicroSDメモリーカードを初期化す
るときなどに実行してください。

2 認証操作e「はい」を選択
初期化が始まります。
･ 初期化を中断するときはgを押します。

お知らせ
･microSDメモリーカードの状態によっては、初期化でき
ない場合があります。

microSDメモリーカードの情報を更新
する＜情報更新＞

他の機器でmicroSDメモリーカード内のデータを変
更、追加、削除したことによってFOMA端末でデータ
を正しく表示できなくなったときに、microSDメモ
リーカードの情報を更新します。データの種類ごとに
情報を更新するかどうかを設定できます。
I 情報更新を行うとデータの表示名が次のように変
更されます。
-「マイピクチャ」「その他の画像」「デコメ絵文字」
内のデータの場合は、ファイル名と同じ名称に変
更されます。

-「メロディ」「動画」「その他の動画」「マイドキュ
メント」内のデータの場合は、タイトル名と同じ
名称に変更されます。ただし、タイトル名が存在
しないときはファイル名と同じ名称に変更されま
す。

-「トルカ」内のデータの場合は、タイトル名と同じ
名称に変更されます。ただし、タイトル名が存在
しないときは「無題」に変更されます。

-「その他」内のデータの場合は、ファイル名（拡張
子を含む）と同じ名称に変更されます。

I「動画」フォルダ内に音声のみの動画／ｉモーショ
ンが保存されている場合に情報更新を行うと、音声
のみの動画／ｉモーションは一覧に表示されなく
なります。情報更新を行う前に「動画」内の音声の
みの動画／ｉモーションをFOMA端末本体に移動
するか、またはパソコンなどでmicroSDメモリー
カード内の PRIVATE￥DOCOMO￥MMFILE￥
MUDxxx（「その他の動画」）フォルダ（→P306）
にファイル名を変更して保存しておくことをおす
すめします。

1 me65ete情報を更新する
項目を選択

2 pe「はい」を選択
選択した項目の情報が更新されます。
･ 情報更新を中断するときはgを押します。

お知らせ
･「動画 」「ミュージック」「ｉアプリのデータ」内のデー
タは情報更新できません。
･microSDメモリーカードに保存されているデータが多い
場合は、情報更新に時間がかかります。
･他の機器でmicroSDメモリーカードにデータを保存し
た場合、FOMA端末で管理情報を作成するために必要な
空き容量が不足し、microSDメモリーカードに保存し
たデータがFOMA端末で正しく表示できなくなること
があります。

microSDメモリーカードをチェックす
る＜カードチェック＞

microSDメモリーカードに保存されているデータを
チェックして、問題があれば修復します。

1 me65eae「はい」を選択

お知らせ
･microSDメモリーカードの状態によっては、データを修
復できない場合があります。

パソコンからFOMA端末のmicroSD
メモリーカードのデータを操作する

パソコンからFOMA端末に取り付けられている
microSDメモリーカード内のデータを操作できま
す。
I パソコンとFOMA端末は、電源が入っている状態で
接続してください。
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microSDモード／MTPモードに設定す
る＜USBモード設定＞

USBモード設定では、次のモードを設定できます。
microSDモード：
FOMA端末内のmicroSDメモリーカードをドライ
ブとして認識させ、パソコンからmicroSDメモリー
カード内のデータを操作するときに設定します。
FOMA FシリーズデータリンクソフトのSDユー
ティリティを利用するときには、このモードを設定
します。

MTPモード：
Windows Media® Player10から、FOMA端末の
microSDメモリーカードに音楽データを転送する
ときに設定します。MTP（Media Transfer 
Protocol）に対応していない場合は、通信モードに
設定したときと同じ動作になります。

通信モード：
パソコンと接続したパケット通信や64Kデータ通
信、データ転送をするときに設定します。
･「通信モード」に設定してから、初めてパソコン
に接続する場合は、あらかじめ通信設定ファイル
（ドライバ）をインストールしてください。詳細
は付属のCD-ROM内の「データ通信マニュアル」
をご覧ください。
･「通信モード」に設定して、パソコンと接続し、
データリンクソフトなどを使ってデータ転送を
行っている場合は、ディスプレイ上部に が表
示され、データ転送モード（圏外と同じ状態）に
なるため、通話、ｉモード、データ通信などはで
きません。また、sを押して他の機能に切り
替えることもできません。

1 me626e1～3

2 「はい」を選択
「microSDモード」または「MTPモード」に設定し
ているときは、待受画面に ／ （青：microSD
メモリーカードあり）または ／ （グレー：
microSDメモリーカードなし）が表示されます。

お知らせ
･パソコンとFOMA端末を接続中でも本機能の設定を変更
できます。ただし、パソコン側で、FOMA端末を接続す
ると自動的にデータ通信を行うように設定している場合
は、「microSDモード」「MTPモード」に設定できないこ
とがあります。

FOMA USB接続ケーブルで接続する

I USBモード設定で「microSDモード」または「MTP
モード」に設定した場合や、ミュージックプレイ
ヤーでMTPモードに切り替えた場合で、FOMA
USB接続ケーブル（別売）とパソコンを初めて接続
するときは、OSが自動的にドライバをインストー
ルします。あらかじめ通信設定ファイルをインス
トールする必要はありません。なお、microSDモー
ドに対応しているOSはWindows XPと2000、
MTPモードに対応しているのはWindows XP 
Service Pack 2のみです。

1 FOMA USB接続ケーブルのFOMA端末
側をFOMA端末の外部接続端子に「カ
チッ」と音がするまで水平に差し込む
（a）

2 FOMA USB接続ケーブルのパソコン側を
パソコンのUSBコネクタに水平に差し込
む（b）

･ microSDモード中またはMTPモード中は、約
6秒間隔で中央ランプが青色で点滅します。
･ パソコンとFOMA端末が接続されると、待受画
面に が表示されます。gを押して を選択
すると、USBモード設定の画面を表示できま
す。

お買い上げ時 通信モード

a

b

ラベル
面を上に
する

端子キャップを
開ける

次ページへつづくe
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お知らせ
･パソコンから操作したときのmicroSDメモリーカード
のフォルダ構成→P306
･ USBモード設定で「microSDモード」または「MTPモー
ド」に設定して、FOMA USB接続ケーブルでパソコンと
FOMA端末を接続しても、次の場合はパソコンがFOMA
端末を認識しないことがあります。
-「LifeKit」メニューの「microSD」を起動しているとき
- FOMA端末本体のデータをmicroSDメモリーカード
にコピー／移動しているとき

- 静止画撮影、動画撮影、サウンドレコーダー、キャラ
電が動作しているとき

- ダウンロードしたり、メールに添付されたデータを直
接microSDメモリーカードに保存しているとき

- ミュージックプレイヤーを起動しているとき

取り外しかた

1 FOMA USB接続ケーブルのFOMA端末
側のリリースボタンを押し（a）、FOMA
端末から水平に引き抜く（b）

2 パソコンからFOMA USB接続ケーブルを
水平に引き抜く

お知らせ
･ FOMA USB接続ケーブルを無理に引き抜こうとすると
故障の原因となります。
･microSDモード中にパソコンからFOMA USB接続ケー
ブルを取り外すときは、パソコンの画面右下のタスクト
レイの をクリックして、「USB大容量記憶装置デバイ
ス－ドライブ（E:）※1を安全に取り外します※2」をク
リックし、「‘USB 大容量記憶装置デバイス’は安全に
取り外すことができます。」が表示されることを確認して
ください。
※1 ドライブに割り当てられる文字はパソコンのシス

テムによって異なります。
※2 Windows 2000の場合は「停止します」と表示さ

れます。
･データ転送中にFOMA USB接続ケーブルを外さないで
ください。誤動作やデータ消失の原因となります。

各種データを管理する

アルバムを利用する
データBOXのマイピクチャ、ｉモーション、メロディ、
キャラ電の各フォルダ一覧にアルバムを追加し、デー
タの整理などに利用します。アルバム内のデータをま
とめて再生することもできます。
I キャラ電ではアルバムを「フォルダ」と表記してい
ます。

I お買い上げ時に登録されている固定フォルダは、名
前の変更や削除ができません。

アルバムを追加する

I アルバムはマイピクチャで最大100個、ｉモーショ
ン、メロディ、キャラ電でそれぞれ最大10個追加
できます。

〈例〉マイピクチャのアルバムを追加するとき

1 me51

2 me1

■アルバム名を変更する：変更するアルバムに
カーソルを合わせてme3

■アルバムを削除する：
a削除するアルバムにカーソルを合わせて

me2
･削除するアルバムにデータが保存されて
いるときは、認証操作を行います。

b「はい」を選択

3 アルバム名を入力ep［登録］
･ 全角で最大10文字、半角で最大20文字入力
できます。

お知らせ
･動画／ｉモーション一覧、メロディ一覧から操作する場
合は、mを押し「アルバム追加」を選択します。
･キャラ電一覧から操作する場合は、mを押し「フォルダ
追加」を選択します。

a b

リリース
ボタン

コネクタ
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データをアルバムに移動／コピーする

データをアルバムに移動する

固定フォルダのデータをアルバムに移動させたり、ア
ルバム間でデータを移動したりします。
I マイピクチャのデータを移動する場合は、移動先と
して「デコメピクチャ」を選択することもできます。

I「プリインストール」「デコメ絵文字」「メール添付
メロディ」フォルダに保存されているデータは移動
できません。

〈例〉マイピクチャのデータを移動するとき

1 me51eフォルダを選択

2 移動するデータにカーソルを合わせてm
e511

■データを複数移動する：
ame512e移動するデータを
選択
･tを押すたびにサムネイル表示とリスト
表示が切り替わります。

bpを押す

■フォルダ内のすべてのデータを移動する：
me513

3 移動先のアルバムを選択e「はい」を選
択

お知らせ
･動画／ｉモーション一覧、メロディ一覧から操作する場
合は、mを押し「移動／コピー」→「アルバムへ移動」
→「1件移動」「複数移動」「全件移動」を選択します。
･画像表示画面から操作する場合は、mを押し「移動／コ
ピー」→「アルバムへ移動」を選択します。
･メロディ再生画面から操作する場合は、mを押し「移動／
コピー」→「アルバムへ移動」→「1件移動」「全件移動」
を選択します。
･キャラ電一覧から操作する場合は、mを押し「移動」→
「1件移動」「複数移動」「全件移動」を選択します。
･キャラ電表示画面から操作する場合は、mを押し「移動」
を選択します。

アルバムのデータを元の固定フォルダに戻
す

〈例〉マイピクチャのアルバムのデータを元の固定
フォルダに戻すとき

1 me51eアルバムを選択

2 元に戻すデータにカーソルを合わせてm
e521

■データを複数戻す：
ame522e元に戻すデータを
選択
･tを押すたびにサムネイル表示とリスト
表示が切り替わります。

bpを押す

■アルバム内のすべてのデータを戻す：me
523

3 「はい」を選択

お知らせ
･動画／ｉモーション一覧、メロディ一覧から操作する場
合は、mを押し「移動／コピー」→「フォルダへ戻す」
→「1件戻す」「複数戻す」「全件戻す」を選択します。
･画像表示画面から操作する場合は、mを押し「移動／コ
ピー」→「フォルダへ戻す」を選択します。
･メロディ再生画面から操作する場合は、mを押し「移動／
コピー」→「フォルダへ戻す」→「1件戻す」「全件戻す」
を選択します。
･「デコメピクチャ」フォルダで元の固定フォルダに戻す
操作をすると、お買い上げ時に登録されている画像は
「ｉモード」フォルダに移動します。
･キャラ電では元の固定フォルダへ戻す操作はできませ
ん。

データをコピーする

次のデータはコピーできません。
- マイピクチャのパラパラマンガ、「アイテム」「プリ
インストール」フォルダ内の画像
- 再生制限が設定されているｉモーション
- メロディ
- ファイル制限が「あり」に設定されているデータ
- キャラ電

〈例〉マイピクチャのデータをコピーするとき

1 me51eフォルダを選択e
コピーするデータにカーソルを合わせて
me53
コピーしたデータはコピー元のデータと同じフォ
ルダ内に保存されます。

次ページへつづくe
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お知らせ
･動画／ｉモーション一覧から操作する場合は、mを押
し「移動／コピー」→「コピー」を選択します。
･アルバム内でコピーしたデータを固定フォルダに戻す
と、コピー元のデータが保存されていた固定フォルダに
移動します。

アルバム再生する

指定したアルバム内の動画／ｉモーション、メロディ
のデータをまとめて再生できます。

1 me5e3（ｉモーション）また
は4（メロディ）

2 再生するアルバムにカーソルを合わせて
me1
･ 動画／ｉモーションのアルバム再生中は次の操
作ができます。
g：一時停止／再生
t／a／サイドキー［▲▼］（1秒以上）
：前後のデータ再生

j／サイドキー［▲▼］：音量調整
p：停止
･ メロディのアルバム再生時は次の操作ができ
ます。
j／サイドキー［▲▼］（1秒以上）
：前後のデータ再生

h／サイドキー［▲▼］：音量調整
g／c：停止
･ アルバム再生中に FOMA端末を折り畳んでも
再生は継続され、サイドキーで操作できます。
動画／ｉモーションの場合は、背面表示部にパ
ターンが表示されます。
･ 再生制限が設定されているｉモーションは再生
されません。

詳細情報参照／変更

データの詳細情報を表示／変更する
表示名やファイルサイズなど、データの詳細情報を確
認します。また、一部の情報は変更できます。
I ミュージック（音楽データ）の詳細情報の表示方法、
表示項目の内容と変更の可否→P342

データの詳細情報を表示する
＜詳細情報参照＞

〈例〉画像の詳細情報を表示するとき

1 me51eフォルダを選択e詳細
情報を表示する画像にカーソルを合わせ
てme31
･ pを押すと、詳細情報の一部を変更できます。

お知らせ
･画像表示画面、動画／ｉモーション一覧、キャラ電一覧、
キャラ電表示画面、メロディ一覧、メロディ再生画面か
ら操作する場合は、mを押し「詳細情報」→「参照」を
選択します。
･キャラ電撮影画面から操作する場合は、mを押し「詳細
情報参照」を選択します。
･microSDメモリーカードに保存されているデータの詳細
情報は、FOMA端末で表示する内容と異なる場合があり
ます。
･自端末で撮影種別を「画像+音声」または「音声のみ」で
撮影した動画や、その動画から切り出した動画は、着信音
設定が「可」になります。ただし、表示サイズが320×
240の動画は「不可」になります。

データの詳細情報を変更する
＜詳細情報変更＞

〈例〉画像の詳細情報を変更するとき

1 me51eフォルダを選択e詳細
情報を変更する画像にカーソルを合わせ
てme32e各項目を選択して設
定

2 p［登録］を押す

お知らせ
･画像表示画面、動画／ｉモーション一覧、キャラ電一覧、
キャラ電表示画面、メロディ一覧、メロディ再生画面か
ら操作する場合は、mを押し「詳細情報」→「変更」を
選択します。
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表示項目と変更可否一覧

詳細情報の表示項目の内容と変更の可否は次のとお
りです。
I お買い上げ時に登録されているデータの種類やコ
ンテンツによっては、表中で「変更可」となってい
ても変更できない場合があります。

●：表示および変更可
○：表示のみ －：表示されない

表示項目 画
像

動
画
／
ｉ
モ
l
シ
ョ
ン

キ
ャ
ラ
電

メ
ロ
デ
ィ

P
D
F
デ
l
タ

そ
の
他

表示名 ● ● ● ● ○

FOMA端末で表示するタイトル
･変更する場合、メロディ以外では全角・半
角を問わず最大36文字、メロディでは全
角で最大25文字、半角で最大50文字入力
できます。

タイトル － ○ ○ ○ －

データにあらかじめ設定されているオリジ
ナルタイトル
･タイトルが設定されていない場合は、「---」
と表示されます。

ファイル
名

● ● ○ ● ○

データをメールに添付したときに表示され
るファイル名
･変更する場合、半角英数字と「 . 」「 - 」
「 _ 」で、最大36文字入力できます。ただ
し、「 . 」はファイル名の先頭に入力でき
ません。

作成者 － ● － － －

作成者の名前など
･自端末で撮影した動画では、自局番号に登
録した名前が表示されます。自局番号に名
前が登録されていない場合は「---」と表示
されます。
･変更する場合、全角・半角を問わず最大
256文字入力できます。

コピー
ライト

－ ● － － －

著作者名や著作物の公表年月日など
･変更する場合、全角・半角を問わず最大
256文字入力できます。

種類 ○ － － － －

画像の種類

ファイル
制限

● ● ○ ● －

メール添付によって他の携帯電話にデータ
を送信したとき、受信した相手の携帯電話か
らさらに他の携帯電話にデータを送信する
ことを制限するかしないか
･サイトなどからダウンロードしたｉモーショ
ン、メロディでは変更できません。

microSD
への移動
（本体へ
の移動）

○ ○ ○ ○ ○

FOMA端末本体からmicroSDメモリーカー
ドへ、またはmicroSDメモリーカードから
FOMA端末本体への移動の可否

撮影後
ファイル
制限

－ － ○ － －

キャラ電を撮影した静止画や動画にファイ
ル制限が設定されるかどうか

説明 － ● － － －

動画／ｉモーションの説明
･変更する場合、全角・半角を問わず最大
256文字入力できます。

ファイル
種別

○ ○ － ○ ○

ファイルの種別（Flash画像では「---」）

音 － ○ － － －

音声データの種別
･音声データの種別として、HE-AAC形式お
よびEnhanced aacPlus形式が使用され
ている場合は「AAC」と表示されます。

表示
サイズ

○ ○ ○ － －

データの表示サイズ（Flash画像では表示さ
れません）

ファイル
サイズ
（バイト）

○ ○ ○ ○ ○

データのファイルサイズ

メール
添付
サイズ
（バイト）

○ － － － －

メール添付するときのサイズ（メールに添付
できないときは表示されません）

再生時間 － － － ○ －

データの再生時間

保存日時 ○ ○ ○ ○ ○

データを保存した日時

表示項目 画
像

動
画
／
ｉ
モ
l
シ
ョ
ン

キ
ャ
ラ
電

メ
ロ
デ
ィ

P
D
F
デ
l
タ

そ
の
他

次ページへつづくe
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※1 GIFアニメーション、パラパラマンガ、Flash画像は
変更できません。

※2 コンテンツ移行対応のｉモーションの場合、microSD
メモリーカード内に保存されているときは「不可」で
も、本体へ移動すると「可」になることがあります。

データを削除する
固定フォルダやアルバムに保存されているデータを
削除します。
I「プリインストール」「メール添付メロディ」フォル
ダに保存されているデータは削除できません。

〈例〉マイピクチャのデータを削除するとき

1 me51eフォルダを選択

2 削除するデータにカーソルを合わせてm
e61

■データを複数削除する：
ame62e削除するデータを選択
･tを押すたびにサムネイル表示とリスト
表示が切り替わります。

bpを押す

■フォルダ内のデータを全件削除する：me
63e認証操作

3 「はい」を選択

お知らせ
･動画／ｉモーション一覧、メロディ一覧、キャラ電一覧
から操作する場合は、mを押し「削除」→「1件削除」
「複数削除」「全件削除」を選択します。
･画像表示画面、キャラ電表示画面から操作する場合は、
mを押し「削除」を選択します。
･メロディ再生画面から操作する場合は、mを押し「削除」
→「1件削除」「全件削除」を選択します。
･待受画面や着信音などに設定しているデータを削除す
ると、それぞれの設定はお買い上げ時の設定に戻りま
す。電話帳に設定されているデータを削除すると、着信
音や発着信時の画面の設定に従って動作します。
･パラパラマンガを削除すると、パラパラマンガを構成し
ている元の画像も削除されます。
･お買い上げ時に登録されているデコメピクチャ、デコメ
絵文字、アイテム、キャラ電を削除した場合は、「＠F
ケータイ応援団」のサイトからダウンロードできます。
→P409

フレーム
候補※1

● － － － －

画像をフレームとして貼り付け可能にする
かどうか
･サイズが352×288より大きい画像、お
よびアイテム画像と合成した画像は「す
る」に変更できません。
･「する」に設定しても、画像は元のフォル
ダに保存され、「アイテム」フォルダには
表示されません。

スタンプ
候補※1

● － － － －

画像をスタンプ画像として貼り付け可能に
するかどうか
･サイズが240×320以上の画像、および
アイテム画像と合成した画像は「する」に
変更できません。
･「する」に設定しても、画像は元のフォル
ダに保存され、「アイテム」フォルダには
表示されません。

コメント ● － ● － －

データの説明など
･変更する場合、全角・半角を問わず最大
100文字入力できます。

着信音
設定

－ ○※2 － － －

動画／ｉモーションを着信音に設定できる
かどうか

着信画面
設定

－ ○※2 － － －

動画／ｉモーションを着信画像に設定でき
るかどうか

再生制限 － ○ － － －

動画／ｉモーションの再生制限

取得元 ○ ○ ○ ○ －

データの取得元

表示項目 画
像

動
画
／
ｉ
モ
l
シ
ョ
ン

キ
ャ
ラ
電

メ
ロ
デ
ィ

P
D
F
デ
l
タ

そ
の
他
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ソート

データを並べ替える

一覧画面のデータの並び順を変更します。

〈例〉マイピクチャのデータを並べ替えるとき

1 me51eフォルダを選択

2 me7

3 下記の各項目を選択して設定ep［登録］
対象：
並べ替えの方法を「表示名」「保存日時」「ファ
イルサイズ」「取得元」から選択します。デー
タによっては、選択できる対象の種類が異なり
ます。

順序：
データの並び順を「昇順」「降順」から選択し
ます。

並び順について

※ 降順は上記と逆の順序になります。

お知らせ
･動画／ｉモーション一覧、メロディ一覧、キャラ電一覧
から操作する場合は、mを押し「ソート」を選択します。
･動画／ｉモーションやメロディのアルバム内のデータを
ソートする場合は、対象を「表示名」「格納順」「ファイ
ルサイズ」「取得元」から選択します。初めてアルバムに
データを移動したときは、格納順でソートされて保存さ
れます。
･表示名に全角と半角の文字が混在していると、並べ替え
が50音順と一致しない場合があります。

メモリ確認

FOMA端末の保存容量を確認する
データごとに、FOMA端末の保存容量や空き容量など
を表示します。空き容量を確認してから、データのダウ
ンロードやmicroSDメモリーカードからのコピー／移
動を行ってください。

1 me8763

2 確認するデータにカーソルを合わせる

使用状況：
保存領域に対する使用領域の割合をバーで示
します。

使用領域：
現在使用している容量を数値で示します。

空き領域：
現在の空き容量を数値で示します。

保存領域：
データの保存領域の容量を数値で示します。

お知らせ
･空き容量が少ない場合、データを保存できないことがあ
ります。不要なデータを削除してからデータを保存して
ください。

赤外線通信／iC通信を使いこなす

赤外線通信／iC通信について

赤外線通信

赤外線通信では、赤外線通信機能が搭載された他の
FOMA端末や携帯電話、パソコンなどとデータの送受
信ができます。また、赤外線通信に対応したｉアプリ
を利用することもできます。

iC通信

iC通信では、iC通信機能が搭載された他のFOMA端末
とFeliCaマークを重ね合わせることで、他のFOMA
端末とデータの送受信ができます。また、iC通信に対
応したｉアプリを利用することもできます。送受信で
きるデータは赤外線通信と同様です。

お買い上げ時 対象：保存日時　順序：降順

対　象 昇順でソートした場合の並び順
表示名 半角数字→半角大文字英字→半角小文字英

字→かな→全角カナ→漢字→絵文字→全角
数字→全角大文字英字→全角小文字英字→
半角カナ
･ Unicode順でソートされます。半角記号、
全角記号は種類によって並び順が異なり
ます。

保存日時 日付・時刻の古い順
ファイル
サイズ

ファイルサイズの小さい順

格納順 アルバムに移動した順
取得元 プリインストール→ｉモード→フレーム・

スタンプ→カメラ→データ交換→キャラ電
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赤外線通信／iC通信を利用するときの留意
事項

I 赤外線通信やiC通信と、パソコンと接続したパケッ
ト通信、64Kデータ通信、データ転送は同時に使用
できません。

I FOMA端末外への出力が禁止されているデータは送
受信できません。ただし、FOMA端末でファイル制
限を「あり」に設定したデータ、および「データ交
換」フォルダ内のデータは除きます。

I 赤外線通信中、iC通信中やINBOX操作中は、ディ
スプレイ上部に が表示され、データ転送モード
（圏外と同じ状態）になるため、通話、ｉモード、
データ通信などはできません。また、sを押し
て他の機能に切り替えることもできません。

I FOMA端末の赤外線通信機能は IrMC1.1に準拠し
ています。相手の端末がIrMC1.1に準拠していて
も、データの種類によっては送受信できない場合が
あります。

I 絵文字を入力したデータをｉモード端末以外に送信
すると、正しく表示されない場合があります。また、
受信側がｉモード端末であっても絵文字2の対応機
種でない場合は、絵文字2を入力してデータを送信
すると、正しく表示されないことがあります。

FOMA端末のデータを赤外線受信／iC受信
するときの留意事項

I F2102V、F2051のメールデータを赤外線通信で
全件受信しても、相手の端末が設定したフォルダ名
にはなりません。

I メールデータを受信したとき、受信メール、送信
メール、未送信メールのメール連動型ｉアプリ用の
フォルダに通常のメールデータが保存される場合
があります。

I ブックマークデータを全件受信すると、相手の端末
が作成したフォルダごとデータを受信します。

I FOMA Fシリーズ以外の端末からブックマークデー
タを受信した場合は、先頭のフォルダに保存されま
す。

I FOMA Fシリーズ以外の端末から画像、動画／ｉモー
ション、メロディを受信したとき、メモとして登録さ
れる場合があります。

F703iのデータをFOMA端末に赤外線送
信／iC送信するときの留意事項

I ファイルのサイズ制限の違いにより、大きなサイズ
の画像、動画／ｉモーション、メロディは受信側で
保存できない場合があります。

赤外線通信を行うには

I 赤外線通信の通信距離は約20cm以内にしてくださ
い。また、データの送受信が終わるまで、FOMA端
末は相手側の赤外線ポート部分に向けたまま動かさ
ないでください。

I 赤外線放射角度は中心から15度以内です。

お知らせ
･直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下などでは、赤外線
通信を正常にできない場合があります。

iC通信を行うには

I iC通信時は、送信側と受信側のFeliCaマークを約
1cm以内に重ね合わせてください。また、データの
送受信が終わるまで重ねたまま動かさないでくだ
さい。

お知らせ
･ FeliCaマークを重ね合わせるときに、FOMA端末に強い
衝撃を与えないでください。

約20cm以内

15度

赤外線ポート

15度

　（FeliCaマーク）
どうしを重ね合わせる
※ 距離は約1cm以内
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赤外線送信／iC送信

赤外線通信／iC通信を使ってデータ
を送信する

送信するデータを選択して1件ずつ送信する方法と、
データの種類ごとに全件送信する方法があります。
送信できるデータは次のとおりです。

※ 全件送信できます。
I F703i以外のｉモード端末や赤外線通信機器へデー
タを送信した場合、受信側で登録できない項目は破
棄されます。

データを1件送信する

1件データを赤外線送信する

〈例〉1件の電話帳データを赤外線送信するとき

1 電話帳を検索e送信する電話帳データに
カーソルを合わせてme81

2 相手側の機器を受信待機状態にするe
「はい」を選択
･ 送信を中断するときはgを押します。

1件データをiC送信する

〈例〉1件の電話帳データをiC送信する

1 電話帳を検索e送信する電話帳データに
カーソルを合わせてme83

2 「はい」を選択eFeliCaマークを重ね合わ
せる
･ 送信を中断するときはgを押します。

お知らせ
･ブックマーク一覧、送信メール一覧、未送信メール一覧、
受信メール一覧、画像一覧、動画／ｉモーション一覧、
メロディ一覧、メロディ再生中から操作する場合は、m
を押し「赤外線／iC送信」→「赤外線送信」または「iC
送信」を選択します。
･トルカ一覧から操作する場合は、mを押し「赤外線送
信」または「iC送信」を選択します。
･メモ一覧、メモ参照、スケジュールのデイリービュー画
面から操作する場合は、mを押し「赤外線／iC／
microSD」→「赤外線送信」または「iC送信」を選択
します。
･プロフィール情報の画面で赤外線送信するときはmを、
iC送信するときはtを押します。
･プロフィール情報の詳細画面から操作する場合は、m
を押し「プロフィール送信」→「赤外線送信」または
「iC送信」を選択します。

データの種類 留意事項
電話帳※ ･ 1件送信の場合、シークレット属性を

設定している電話帳はシークレット
モード中のみ送信できます。
･全件送信すると、プロフィール情報も
送信されます。
･グループデータの並び順は、相手側に
反映されない場合があります。
･ダイヤル発信制限中は送信できませ
ん。
･全件送信で、データ送受信設定の電話
帳の画像送信を「あり」に設定してい
る場合は、電話帳データに登録されて
いる静止画も一緒に送信されます。
･相手の機種によっては、電話帳の画像
が送信されない場合があります。

スケジュール※ ･ 1件送信の場合、シークレット属性を
設定しているスケジュールはシーク
レットモード中のみ送信できます。

受信メール※ ･メール本文中の添付データ（ｉアプリ
が起動できるリンク項目）は削除され
ます。

送信メール※

未送信メール※

メモ※ 　　　　
ブックマーク※ ･相手の機種によっては、フォルダ分け

の設定が反映されない場合がありま
す。

画像 ･表示名を全角で最大9文字、半角で最
大18文字送信できます。最大文字数
を超えた文字は削除されます。
･ファイルサイズが500Kバイトより大
きいデータは送信できません。

動画／
ｉモーション

メロディ ･タイトルを全角で最大25文字、半角
で最大50文字送信できます。

プロフィール ･相手の機種によっては、画像が送信さ
れない場合があります。

トルカ※ ･ IP（情報サービス提供者）の設定に
よっては、送信できない場合がありま
す。
･ FOMA端末外への出力が禁止されてい
るファイル、FOMAカード動作制限機
能が設定されているファイルを含むト
ルカ（詳細）は送信できません。
･相手の機種によっては、トルカ（詳
細）は送信されない場合があります。
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データを全件送信する

電話帳、スケジュールなど、選択した機能のすべての
データを送信します。
I 全件送信する場合は、送信側と受信側で同じ認証パ
スワードを入力する必要があります。あらかじめ4
桁の数字（0000～9999）の認証パスワードを決
めておいてください。

全件データを赤外線送信する

1 me62e2e1～8

2 相手側の機器を受信待機状態にするe
認証操作e4桁の認証パスワードを入力e
「はい」を選択
･ 送信を中断するときはgを押します。

全件データをiC送信する

1 me62e3e1～8

2 認証操作e4桁の認証パスワードを入力e
「はい」を選択eFeliCaマークを重ね合わ
せる
･ 送信を中断するときはgを押します。

お知らせ
･ブックマーク一覧、送信メール一覧、未送信メール一覧、
受信メール一覧、ブックマークのフォルダ一覧、送信
メールのフォルダ一覧、未送信メールのフォルダ一覧、
受信メールのフォルダ一覧、電話帳一覧から操作する場
合は、mを押し「赤外線／iC送信」→「赤外線全件送
信」または「iC全件送信」を選択します。
･トルカフォルダの一覧から操作する場合は、mを押し
「赤外線全件送信」または「iC全件送信」を選択します。
･メモ一覧、スケジュールのカレンダー画面、デイリー
ビュー画面から操作する場合は、mを押し「赤外線／
iC／microSD」→「赤外線全件送信」または「iC全件
送信」を選択します。
･全件送信した場合、受信側でデータの並び順が変わるこ
とがあります。

赤外線受信／iC受信

赤外線通信／iC通信を使ってデータ
を受信する

電話帳やメールなどのデータを受信します。受信した
データは直接FOMA端末に保存したり、INBOXに一時
的に保存して、受信したデータを確認してからFOMA
端末に保存したりできます。
データを1件ずつ受信する方法と、種類ごとに全件受
信する方法があります。
受信できるデータは次のとおりです。

※ 全件送信されたデータを全件受信できます。

データの種類 受信後の保存場所・保存順
電話帳※ 電話帳

･電話帳データを全件受信して上書き
保存した場合、自局番号以外のプロ
フィール情報が上書きされます。
･ダイヤル発信制限中は受信できませ
ん。
保存順：最も小さい空きメモリ番号

スケジュール※ スケジュール帳
保存順：日時順

受信メール※ 受信メール
保存順：受信日時順

送信メール※ 送信メール
保存順：送信日時順

未送信メール※ 未送信メール
保存順：保存日時順

メモ※ メモ帳
保存順：ソートの設定に従う

ブックマーク※ Bookmark
保存順：一覧の先頭

動画／
ｉモーション

ｉモーション内の「データ交換」フォ
ルダ
保存順：一覧の先頭

メロディ メロディ内の「データ交換」フォルダ
保存順：一覧の先頭

画像 マイピクチャ内の「データ交換」フォル
ダ
デコメ絵文字は「マイピクチャ」の「デ
コメ絵文字」フォルダ
保存順：一覧の先頭

プロフィール 電話帳
･ダイヤル発信制限中は受信できませ
ん。
保存順：最も小さい空きメモリ番号

トルカ※ トルカ一覧の「トルカフォルダ」
保存順：一覧の先頭



327データ表示／編集／管理

データを1件受信する

相手側の機器に保存されている1件のデータを受信し
ます。
I 512Kバイトより大きいデータは受信できません。

1件データを赤外線受信する

1 me6211

2 1または2

保存確認あり：
受信したデータはINBOXに一時的に保存され
ます。受信完了後、INBOXのデータ一覧が表
示されます。→P328

保存確認なし：
受信したデータはFOMA端末に保存されます。
受信完了後、INBOXは表示されず、受信方式
選択画面に戻ります。

3 「はい」を選択

4 送信側でデータを1件送信
･ 受信を中断するときはgを押します。
･ 受信終了後は、操作2で「保存確認あり」を選
択していると、INBOX画面が表示されます。
「保存確認なし」を選択していると、操作2の
画面に戻ります。

1件データをiC受信する

1 送信側でデータを1件送信e受信側を待受
画面にしてFeliCaマークを重ね合わせる
･ 受信を中断するときはgを押します。
･ 受信完了後、INBOXのデータ一覧が表示され
ます。→P328

2 保存するデータを選択e「はい」を選択

データを全件受信する

電話帳、スケジュールなど、機能ごとのすべてのデー
タを受信します。
I 全件受信する場合は、受信側と送信側で同じ認証パ
スワードを入力する必要があります。あらかじめ4
桁の数字（0000～9999）の認証パスワードを決
めておいてください。

全件データを赤外線受信する

1 me6212

2 1または2

上書き確認あり：
受信したデータはINBOXに一時的に保存され
ます。受信完了後、INBOXのデータ一覧が表
示されます。→P328

上書き確認なし：
受信したデータはFOMA端末に上書き保存さ
れます。受信完了後、INBOXは表示されず、
全件受信方式選択画面に戻ります。
･ 上書き保存するとFOMA端末の元のデータはす
べて消去され、新しいデータで上書きされます
ので、ご注意ください。
･「上書き確認あり」を選択したときは、4桁の認
証パスワードを入力して操作4に進みます。

3 「はい」を選択e認証操作e4桁の認証パ
スワードを入力

4 「はい」を選択e送信側でデータを全件送
信
･ 受信を中断するときはgを押します。
･ 受信終了後は、操作2で「上書き確認あり」を
選択していると、INBOX画面が表示されます。
「上書き確認なし」を選択していると、操作2
の画面に戻ります。
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全件データをiC受信する

1 送信側でデータを全件送信e受信側を待
受画面にしてFeliCaマークを重ね合わせ
る

2 4桁の認証パスワードを入力e再度
FeliCaマークを重ね合わせる
･ 受信を中断するときはgを押します。
･ 受信完了後、INBOXのデータ一覧が表示され
ます。→P328

3 保存するデータを選択e認証操作e追加
保存する場合は「追加」を選択、上書き
保存する場合は「上書き」を選択
･ 上書き保存するとFOMA端末の元のデータはす
べて消去され、新しいデータで上書きされます
ので、ご注意ください。

お知らせ
･ FOMA端末ではToDo（用件を管理するリスト機能）デー
タを保存できません。ToDoデータとスケジュールデー
タの両方を全件受信した場合、スケジュールデータのみ
が保存されます。ToDoデータのみを「上書き確認なし」
で全件受信した場合、FOMA端末に登録されているスケ
ジュールはすべて削除されますのでご注意ください。
･受信するデータの種類や件数によって受信時間は異な
ります。データ容量が大きい場合や件数が多い場合は、
受信に時間がかかることがあります。

受信したデータを保存する

INBOXに一時的に保存されている受信データをFOMA
端末に保存します。
I 赤外線受信では1件受信時に「保存確認あり」、全件
受信時に「上書き確認あり」を選択した場合、受信
を終了すると自動的にINBOXの画面が表示されま
す。

I iC受信では、受信を終了すると自動的にINBOXの
画面が表示されます。

1 me624e保存するデータ
を選択

･ マークの意味は次のとおりです。
／ ：電話帳1件／複数件
／ ：ブックマーク1件／複数件
／ ：メール1件／複数件
：画像

：動画／ｉモーション
：メロディ
／ ：スケジュール1件／複数件
／ ：メモ1件／複数件
／ ：トルカ1件／複数件

■データを1件削除する：削除するデータに
カーソルを合わせてme2

■データを全件削除する：me3e認証操
作

2 「はい」を選択
■「複数件データ」を選択したとき：認証操作e
追加保存する場合は「追加」を選択、上書き
保存する場合は「上書き」を選択
･上書き保存するとFOMA端末の元のデータは
すべて消去され、新しいデータで上書きされ
ますので、ご注意ください。

お知らせ
･保存するデータのサイズによっては、受信できる件数が
FOMA端末の最大保存件数、登録件数より少なくなる場
合があります。
･メールをフォルダごとに保存できる機器から受信した
メールデータの場合、メール連動型ｉアプリ用のフォル
ダに保存されることがあります。保存したメールデータ
を確認するには、保存されているメール連動型ｉアプリ
用のフォルダにカーソルを合わせてm1を押して
ください。

赤外線リモコン機能を利用する
赤外線リモコン用のｉアプリをダウンロードして、
FOMA端末を赤外線リモコンとして使用します。
I 各機器に対応したｉアプリをダウンロードしてくだ
さい。操作はｉアプリによって異なります。

I お買い上げ時に登録されているｉアプリのGガイド
番組表リモコンを起動すると、FOMA端末をテレビ
などの赤外線リモコンとして利用できます。

I 対応機器や周囲の明るさによって、通信動作に影響
を受ける場合があります。

I 赤外線リモコンに対応した機器でも操作できない
場合があります。
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リモコン操作について

FOMA端末の赤外線ポートを対応機器の赤外線受信
部に向けてリモコン操作をしてください。リモコン操
作ができる角度は中心から15度、距離は最大で約4m
です。ただし、操作する機器や周囲の明るさなどに
よって、操作できる角度と距離は変わります。

データ送受信設定

データ送受信時の動作を設定する

赤外線通信やiC通信、パソコンと接続したパケット通
信、64Kデータ通信、データ転送によるデータ送受信
時の動作を設定します。

1 me625e下記の各項目を
選択して設定ep［登録］
通信終了音：
通信終了時に終了音を鳴らすかどうかを設定
します。

自動認証：
パソコンと接続したパケット通信、64Kデー
タ通信、データ転送時に、通信相手と認証コー
ドを自動でやりとりするかどうかを設定しま
す。
･「あり」に設定するときは、認証操作を行い、
4～8桁の携帯側認証コード（FOMA端末
側）とパソコン側認証コード（相手側）を入
力し、pを押してください。

電話帳の画像送信：
電話帳データの全件送信時に、電話帳に登録さ
れている画像を一緒に送信するかどうかを設
定します。

サウンドレコーダーを使いこなす

サウンドレコーダー

サウンドレコーダーで音声を録音す
る

録音画面とファイルについて

サウンドレコーダーを使用して音声を録音できます。
録音した音声はFOMA端末だけでなくmicroSDメモ
リーカードに保存したり、ｉモードメールに添付して
送信したりできます。

録音画面

録音画面の見かたは次のとおりです。

a録音時設定操作ガイド
hを押して録音時の設定ができることを示します。

b保存先
保存先を示します。→P171

c撮影種別
撮影する動画の種類を示します。→P171

dインジケータ
録音待機中
保存先の保存領域の使用率を示します。
･ microSDメモリーカードの保存領域の使用率
は、音声が保存されていなくても0にならない
場合があります。

録音時／一時停止中
サイズ制限で設定しているファイルサイズに対
する、録音したサイズの割合を示します。

eカウンタ
録音待機中
現時点でFOMA端末およびmicroSDメモリー
カードに録音できる最大時間（目安）を示します。
録音時
経過時間と残り時間（録音停止するまでの時間）
（目安）を示します。

f品質
保存する音声の品質を示します。→P331

gサイズ制限
保存するファイルのサイズ制限値を示します。
→P331

お買い上げ時 通信終了音：OFF　自動認証：なし　
電話帳の画像送信：あり

赤外線ポート

15度

15度

約4ｍ

赤外線受信部

db

c

a

e

gf
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音声ファイルについて

音声の録音時間について

音声の録音時間は、品質やサイズ制限の設定によって
変わります。

■ F703iに保存できる音声の録音時間（目安）

■ microSDメモリーカードに保存できる音声の録
音時間（目安）

音声を録音する

I 音声は送話口から録音されます。
I 周囲の騒音が少ない、できるだけ静かな場所で録音
してください。

I マナーモード中でも、録音確認音（シャッター音）は
鳴ります。

1 me67
サウンドレコーダーが起動して録音待機状態に
なり、中央ランプが青色で点滅します。

･ tを押すと静止画撮影画面に、aを押すと動
画撮影画面に切り替わります。

2 gまたはサイドキー［▲］
録音確認音（シャッター音）が鳴り、録音が始ま
ります。ディスプレイに が表示されます。録音
中は中央ランプが5色（赤、黄、緑、青、紫）に
約2秒間隔で点滅します。
･ 録音を一時停止するときはgを押します。一時
停止中は中央ランプが緑色に点灯し、 が
に切り替わります。もう一度gを押すと、録音
を開始します。

3 pまたはサイドキー［▲］
録音確認音（シャッター音）が鳴り、録音が終了
します。
･ 録音中にファイルサイズが制限値に達すると、
録音が自動的に終了し、その時点までに録音し
た音声が保存対象になります。
･ 一時停止中にpを押して録音を終了した場合
は、その時点までに録音した音声が保存対象に
なります。
･ 動画／録音詳細設定の自動保存を「する」に設
定している場合は、確認画面は表示されず、自
動的に保存されます。このとき、操作4以降の
操作は不要です。

4 録音した音声を確認
･ pを押すと録音した音声が再生されます。

■すぐに保存する：操作5に進む

■保存しないで録音し直す：cを押す

ファイル
形式

MP4（MobileMP4）

符号化方式 AMR
拡張子 3gp
タイトル 録音した日時が自動的に付けられます。

〈例〉2007年2月17日7時3分00秒に
録音したとき
→20070217070300

･音声の録音後、ファイル名を変更できま
す。→P320

メール
添付・出力

メールに添付して送信したり、microSD
メモリーカードやデータリンクソフトを
利用してパソコンや他の端末に送ったり
できます。

項　目 品質

ファイルサイズ制限
メール添付用
（小）（500K

バイト）

メール添付用
（大）（1.99M

バイト）
1回あたりの
録音時間

STD 約8分 約32分
HQ 約5分 約21分

FOMA端末
本体の最大
録音時間

STD 約161分 約131分

HQ 約106分 約86分

容量 品質

ファイルサイズ制限
メール

添付用（小）
（500K
バイト）

メール
添付用（大）
（1.99M
バイト）

制限なし

64MB STD 約959分 約955分 約972分
HQ 約630分 約627分 約639分

音声録音画面
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■録音した音声をメールに添付する：aを押す
録音した音声を保存するかどうかの確認画面
が表示されます。「はい」を選択すると、録音
した音声がｉモーション内の「カメラ」フォ
ルダに保存され、メール作成画面が表示され
ます。
･保存先をmicroSDメモリーカードに設定し
ていても、録音した音声はFOMA端末に保
存されます。
･録音した音声のファイルサイズが1.99Mバ
イトより大きい場合は、メールに添付できま
せん。

■タイトルを変更する：me31
･全角・半角を問わず最大31文字入力できま
す。

■テロップを作成する：me32e
「はい」を選択
録音した音声がｉモーション内の「カメラ」
フォルダに保存され、テロップの作成画面が
表示されます。
テロップの作成方法→P297「テロップを挿
入する」操作2～7
･動画／録音詳細設定で、保存先をmicroSD
メモリーカードに設定している場合は、テ
ロップを作成できません。

■保存先をFOMA端末／microSDメモリーカー
ドに切り替える：me5
･録音した音声のファイルサイズが1.99Mバ
イトより大きい場合は、保存先を切り替えら
れません。

■保存されている音声を一覧表示する：me
6e1または2

5 g［保存］またはサイドキー［▲］
録音した音声がｉモーション内の「カメラ」フォ
ルダに保存されます。→P293

■保存した音声を確認する：pe確認する音声
を選択
･確認後cを2回押すと、音声録音画面に
戻ります。

お知らせ
･静止画撮影画面や動画撮影画面でmを押し「機能切替」
→「サウンドレコーダー」を選択するか、または動画／
録音詳細設定の撮影種別を「音声のみ」に設定した場合
でも、サウンドレコーダーを起動できます。
･サウンドレコーダーを利用する際の注意事項
→P170「カメラで動画を撮影する」のお知らせ
･録音した音声の再生方法→P293「動画／ｉモーション
を再生する」

録音時の設定を変更する
品質やサイズ制限など、音声に関する設定を変更しま
す。
I 品質やサイズ制限は動画／録音詳細設定でも設定
できます。→P171

音声の品質を設定する

1 音声録音画面でhe品質のマーク（  
）にカーソルを合わせる

･ 8を押しても品質のマークを選択できます。

2 jで品質を選択
設定した品質がマークで表示されます。 

高品質：
音質はよくなりますが、録音できる時間が短く
なります。
標準：

標準的な品質です。

ファイルサイズを制限する

1 音声録音画面でheサイズ制限のマーク
（   ）にカーソルを合わせる
･ 9を押してもサイズ制限のマークを選択で
きます。

2 jでサイズ制限を選択
設定したサイズ制限がマークで表示されます。
→P177
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